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第1935回例会報告（7月7日）

◇点鐘

◇ロータリーソング
　「君が代」「奉仕の理想」

◇来訪者
　下田 進さん（伊勢崎南）

◇会長報告
①会長就任挨拶
　今年度具体的目標
・会員増強　男性1、女性2名、純増3名目標
・Ｒ財団150ドル、ポリオプラス30ドル
　米山奨学16,000円　その他　恒久基金
・出席率　自クラブ出席率80％以上
　メンバーの皆さんと共に楽しいと感じられる

クラブを目指していきたいと考えております。
ご協力をどうぞ宜しくお願い致します。

②理事会報告
・新湊 RC との交流会、10月15日～ 16日
　先方より依頼のあったこの日程で今後調整。
・各協賛金については例年通り。震災などにつ

いてはその都度検討。
・新入会員入会承認。髙野佳数さんの入会が承

認されました。

◇幹事報告
①幹事就任挨拶
②理事会報告
・髙野佳数さんの入会が承認されました。入会

申込書が例会場うしろに掲示してありますの
でご確認戴き、異議、申し立ての有る方は書
面にてご提出をお願い致します。

③社会を明るくする運動歩行パレードの参加依
頼が届いております。後程、泉社会奉仕委員
長よりご案内戴きます。

④生方ガバナー任期満了のお礼状が届いており
ます。

⑤夏期交換学生のトレジャー・ロークさんを先
日、会長、池田さん、松原さん、私の4人で
成田に迎えに行って参りました。現在は松原
さんのお宅にてお世話戴いております。後日
例会に出席予定です。

⑥7月度ロータリーレート変更のお知らせ
　1ドル102円となります。

◇委員会報告
1. 出席委員会：児島委員長

　当日の出席率

会員数 出席者 欠席者 出席率

81名 70名 9名 88.61%

2. ニコニコＢＯＸ委員会：小久保委員長

  累計　40,000円

・桑原 勝さんには、新年度、藤田幹事と頑張り
ますので一年間宜しくお願い致します。 

・藤田政幸さんには、一年間お付き合いの程宜
しくお願い申し上げます。 

本日のプログラム

各グループリーダー及び

委員長挨拶・所信発表



・羽鳥基宏さんには、23年皆勤出来ました。今
後共よろしく。

・池田 博さんには、13年皆勤出来ました。皆様
のおかげです。

・北原康男さんには、14年皆勤出来ました。皆
様のおかげでございます。 

・服部忠夫さんには、お陰様で6年皆勤できまし
た。地区の委員に委嘱されました。青少年交
換委員会ですが、皆様のご協力で1年間がんば
ろうと思います。

・牛久保 拓さんには、桑原年度 SAA 牛久保です。
一年間よろしくお願いします。

・澁澤克也さんには、新たに親睦委員となりま
した。一年間宜しく御願い致します。

・小久保剛利さんには、ニコ BOX 委員長として
今年一年頑張っていきます。よろしくお願い
致します。

3. 社会奉仕委員会：泉 委員長

　7月16日（土）午後2時～社会を明るくする運動
歩行パレードが開催されます。北小から本町
２区公民館までのパレードとなります。

　参加出来る方がいらっしゃいましたら、泉ま
でお願いします。

4.R 財団委員会：塩屋委員長

　今年度 R 財団補助金事業は伊勢崎市福祉部障
害者就労・自立支援施設環境整備事業として
7月11日（月）にもみの木の植樹（実際の植樹は
秋）テーブル等の寄贈を行います。

5. 親睦委員会：新井洋介委員長

　今年度8月の納涼例会を8月25日（木）に予定
しております。詳細は後日ご案内させて戴き
ます。

○プログラム
・委嘱状授与
　木暮 晃さん（公共イメージ委員
　　　　　　　オンツー・アトランタ）
　服部忠夫さん（青少年奉仕委員）
・2015-16年度決算報告：会計　小林さん
・各御祝
・「Ｒの友」7月号注目記事紹介
　　　　　　　　　　　：吉澤雑誌委員長
・2015-16年度第2分区（B）
　下田ガバナー補佐ご挨拶

○趣味の会
・一酔会：清水さん
　7月21日（木）、一酔会を開催致します。
　多くの方のご出席を御願い致します。

各地のクラブ連絡

（1）2016-17年度上期普通寄付金のお願い  

 …ロータリー米山記念奨学会

（2）2015-16年 IM 報告書 …伊勢崎南 RC

（3）第52回群馬県手をつなぐ育成会大会における

　  会長表彰について  

 …群馬県手をつなぐ育成会

（4）例会変更

　 （伊勢崎南）  7月26日（火）

　　　　　　　納涼夜間例会

　　　　　　　点鐘　18時30分

　　　　　　　於：プラザ・アリア

代表取締役社長

ー プ レ ス 金 型 部 品 販 売 ー

フナダ特殊鋼株式会社
代表取締役　船 田 　 正

伊 勢 崎 市 八 寸 町 5 3 7 8
　TEL 20-2222  FAX 20-2727



各リーダー・委員長
所信発表スケジュール（敬称略）

14日（木）
会計　猪俣素芳　　ＳＡＡ　牛久保 拓
会員増強リーダー・Ｒ情報　北原康男
会員増強退会防止　滝川勝賢
職業分類　吉田雅志　　会員選考　岡村皓司
広報・ＩＴ　石原慎二

21日（木）
奉仕プロジェクトリーダー・社会奉仕　泉 哲雄
職業奉仕　小野岳彦　　国際奉仕　上柿敬一
青少年奉仕　松本利宏
クラブ管理リーダー・クラブ奉仕　久保　勲
出席　児島清文　　クラブ会報　金田一英孝

28日（木）
親睦　新井洋介　　雑誌　吉澤千恵子
プログラム　山崎泰男
ニコニコBOX　小久保剛利
Ｒ財団・米山リーダー・未来の夢計画　塩屋新一
米山奨学　金井利明

委員長不在の際は副委員長、副委員長不在の際は
委員さんの発表でお願いします

近隣クラブ例会場・例会時間

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日
伊勢崎東RC 伊勢崎南RC 伊勢崎RC 群馬境RC

12:30～13:30 12:30～13:30 12:10～13:10 12:10～13:10

プリオ・パレス プラザ・アリア プリオ・パレス 群銀境支店

次の例会日

7月21日（木）

各グループリーダー及び各委員長
挨拶及び所信発表

※※7月度例会予定 ※※

　21日（木）　各委員長挨拶・所信発表

　28日（木）　各委員長挨拶・所信発表

※※7月度その他の予定 ※※

　16日（土）　社会を明るくする運動歩行パレード

　21日（木）　一酔会

　28日（木）　5RC会長・幹事会

※※8月度例会予定 ※※

　 4 日（木）　各御祝・「Ｒの友」紹介

　11日（木）　休会

　18日（木）　卓話　会員増強委員会

　25日（木）　納涼夜間例会

※※8月度その他の予定 ※※

　20日（土）　地区R財団セミナー

2016−17年度上期年会費

　  口座振替日は7月15日（金）となります。

　  お振込みの方は、7月21日（木）迄に納入を

　  お願い致します。

— 花を全国に送れます（花キューピット加盟店） —

清 水 生 花 店
代  表　 清 水 秋 夫
伊 勢 崎 市 三 光 町 7 - 2 3
 TEL 0270-25-7352
FA X 0270-26-8741

代表取締役　松　原　　香

プラント・建築設備・電気設備

URL http://msk-web.jp
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東北営業所　〒986-0017 宮城県石巻市不動町二丁目8-11




