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ロータリー：変化をもたらす
R.I.会長／イアン・ライズリー

R.I.加盟承認●1975年3月13日　会長●金子 克次　幹事●大竹 昌樹

第2840地区 伊勢崎中央ロータリークラブ

2017年9月7日（第1920号）

第1984回例会報告（8月17日）
◇点鐘
◇ロータリーソング
　「それでこそロータリー」

◇来訪者
　（伊勢崎）　齋藤公男さん

◇会長報告
　先日、桑原さん、星野さん、服部さん、赤堀
さんそして大竹幹事と私の6人で上毛新聞社、
北村社長へ表敬訪問に行って参りました。今後
のロータリー活動、又野球部関係他の広報に
ついてお願いして参りました。今回の訪問にあ

たり、星野さんには大変お世話になり、ありが
とうございました。

◇幹事報告
①5ＲＣ第2分区関係
・青少年交換プログラム受入ファミリーについて
　来年8月以降留学生に関して第2クールの3ヶ
月又は第3クールの4、5ヶ月、ホストファミ
リーとしご協力戴ける方を募集しております。
いらっしゃいましたら幹事迄。
・9月2日（土）合同ガバナー公式訪問
　当日の服装はクールビズ
②2840地区関係
・8/12（土）、故豊川一男ガバナーお別れの会に
藤田さんにご出席戴きました。大変ありがと
うございました。

◇委員会報告
1. 出席委員会：都丸委員長
　当日の出席率（出席免除会員3名）

全会員数 出席者 欠席者 出席率

81名 66名 15名 81.48%

2. ニコニコＢＯＸ委員会：大木委員長
	 	 累計　63,000円
・金子克次さんには、本日も宜しくお願い致します。
・大竹昌樹さんには、本日も宜しくお願い致します。
・船田 正さんには、皆勤27年、年1回の積み重
ね元気が一番。ガンバります。

・松原 香さんには、この度の新盆に際しまして
大勢の方にお見舞い賜りまして感謝申し上げ
ます。大変ありがとうございました。

・藤田政幸さんには、過日開催されました一酔
会においては大変お世話様になりました。

・牛久保 拓さんには、8月9日、一酔会お世話に
なりました。御陰様で楽しい一時を過ごす事
ができました。

・高木　均さんには、来週の夜間例会よろしく
お願いします。

本日のプログラム
　・9月度各御祝（敬称略）
　　皆　勤　賞　　42年　田村直之
　　　　　　　　　 3 年　新井洋介
　　　　　　　　　 1 年　山谷良一
　　創立記念日　　星野　昭　　高木　均
　　　　　　　　　角田　修　　澁澤克也
　　　　　　　　　荒井孝宣　　髙橋大之
　　　　　　　　　中嶋創史　　吉澤千恵子
　　　　　　　　　髙野佳数
　　配偶者誕生日　	北原　清　　金井祐佳
　　　　　　　　　金田一幸江　山崎まり子
　　　　　　　　　中嶋亜由美　金子あき子
　　　　　　　　　角田千絵　　髙野美智子
　　　　　　　　　松永めぐみ　井上百合子
　　結　婚　祝　　滝川勝賢　　塩屋新一
　　　　　　　　　藤田政幸　　上柿敬一
　　　　　　　　　稲田和昭
　　会員誕生日　　松本利宏　　澁澤克也
　　　　　　　　　藤田政幸　　児島清文
　　　　　　　　　岡村皓司　　塩屋新一
　　　　　　　　　原　和隆
　・「Rの友」紹介



○プログラム
・卓話
　小野会員増強退会防止委員長
　新設　着物の会
　　　　浅野会長、加賀谷さん、髙橋淳子さん

　去る8月9日水曜日、一酔会として伊勢崎ゆまー
るに於いて、クラブの桑原会長・藤田幹事と金
子新会長・大竹新幹事の歓送迎会を20人出席の
中開催しました。時間が経つにつれ、話し声も
賑やかになり大いに盛り上がりました。
　4人への花束贈呈は浅野嬢と加賀谷女史の3人
の令嬢にしてもらいました。4人共とても満足の
様子でした。
　金子会長・大竹幹事には1年間元気で宜しくお
願いします。

一酔会会長　牛久保　拓
　　　幹事　清水　秋夫

第1985回例会報告（8月24日）
◇点鐘
◇来訪者
　（伊勢崎）　高橋しげみさん　丸山ふでみさん
　（伊勢崎南）田原明美さん
　（伊勢崎東）蜂矢可弥さん
　（米山奨学生 )	デデ	スヘンデリさん

◇会長報告
　本日はたくさんの奥様方にもご出席戴きあり
がとうございます。ごゆっくりお楽しみ下さい。

◇幹事報告
①8/19、地区R財団セミナーに会長、幹事、新
井孝也さん、新井	聡さん、中嶋創史さん、事
務局柳澤さんの5名で参加してまいりました。
②次週、31日（木）は9月2日（土）5RC 合同ガバ
ナー公式訪問に振替えとなります。

◇委員会報告
1. 出席委員会：都丸委員長
　当日の出席率（出席免除会員3名）

全会員数 出席者 欠席者 出席率

81名 69名 12名 85.18%

メーク実績
・8/21　小保方英雄さん　（伊勢崎東RC）
　　　	　澁澤克也さん　　（　　〃　　）

2. ニコニコＢＯＸ委員会：三井委員
	 	 累計　74,000円

・蜂矢可弥様より、今日は宜しくお願いします。
・浅野正史様より、いつも妻がお世話になって
おります。

・髙橋大之さんには、本日の納涼例会ご参加頂
きありがとうございます。おくつろぎ下さい。

・塩屋新一さんには、全日本ソフトボール関東
大会へ8/26（土）～27（日）に行ってきます。
野球部の皆様、多額の寄付を頂きありがとう
ございます。
　優勝してきます！	

伊勢崎市柳原町35-4
☎0270-25-1241
　0270-25-1224

電気設備のことなら当店へご相談ください
容量アップ・回路増設・電灯増設
リニューアル工事・その他

代表取締役　服 部  忠 夫

東毛電気工事株式会社
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小 野 岳 彦
本社　建設業者許可　群特－1575
　　　群馬県伊勢崎市ひろせ町 4109-6

電話（0270）25-2354（代表）    FAX（0270）23-7550



第1986回例会報告（8月24日）
第2分区（B）ガバナー公式訪問
◇来訪者
　国際ロータリー第2840地区
　ガバナー　　田中久夫様
　第2分区（B）ガバナー補佐　森田高史様
　地区幹事　　広瀬雅美様
　地区副幹事　永塚　徹様
　（米山奨学生 )	デデ	スヘンデリさん

○プログラム
・各クラブ役員との懇談会
　金子会長・大竹幹事・北原会長エレクト
　金井副幹事・小野会員増強退会防止委員長
　大和広報・ＩＴ委員長
　角田さん、栗原さん、山谷さん

・合同例会
　点鐘・ロータリーソング斉唱
　奨学生奨学金授与

・当日の出席率（出席免除会員3名）

全会員数 出席者 欠席者 出席率

81名 66名 15名 81.48%

・ニコニコBOX
	 	 累計　78,000円

・金子克次さんには、本日はどうぞ宜しくお願
い致します。

・大竹昌樹さんには、本日はどうぞ宜しくお願
い致します。
・合同フォーラム
　テーマ
　　「ロータリーの変化とクラブの将来像」
・ガバナー講話

・高木　均さんには、暑さももう少しの辛抱で
す。がんばりましょう。

・加賀谷富士子さんには、本日はよろしくお願
いします。

○プログラム
　納涼夜間例会　於：アイランドヒルズ迎賓館
　開会挨拶　金子会長
　乾杯　　　田村直之さん
　　キーボードとバイオリン演奏：シエール
　　花火（球屋北原煙火店）
　閉会挨拶　桑原	勝さん
　　　　　　星野	昭さん
　　　　　　北原原会長エレクト

〒379-2232 群馬県伊勢崎市小泉町252
TEL.0270-62-2012 FAX.0270-62-3739
携帯電話:090-8726-9872 E-mail:ushikubo@pumori.ecnet.jp
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細井　一樹MOTOKI HOSOI

〒372-0043　群馬県伊勢崎市緑町3-8
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E-mail motoki@dann.com



次の例会日

9月14日（木）

卓　話

R財団委員会

新井孝也委員長

・各クラブ会員組織強化策発表：大竹幹事
・各クラブ公共イメージ戦略発表：大和さん

・ガバナー講評
・点鐘
・写真撮影
・合同懇親会

各地のクラブ連絡
（1）クラブ現況報告書…伊勢崎RC・伊勢崎東RC
	 群馬境RC・伊勢崎南RC
（2）第7回社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま会秋
　		まつり開催について（ご案内）	 …愛のはぐるま会
（3）伊勢崎市社会福祉協議会賛助会費納入について
　		伊勢崎市社会福祉大会の開催について
	 …伊勢崎市社会福祉協議会
（4）サイクリングロードマップ広告募集について	 	
	 …伊勢崎市観光物産協会
（5）宮内敦夫ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ	
　	（田中ガバナー事務所に併設）

※※9月度例会予定 ※※
　14日（木）　卓話　Ｒ財団委員会
　21日（木）　卓話　趣味の会
　28日（木）　休会

※※9月度その他の予定 ※※
　 7 日（土）　未来の夢計画プロジェクト会議
　13日（水）　二水会ゴルフコンペ
　16日（土）　群馬県ＲＣ野球大会開会式
　17日（日）　RLIセミナーⅠ
　24日（日）　米山奨学セミナー

※※10月度例会予定 ※※
　 5 日（木）　各御祝・「Ｒの友」紹介
　12日（木）　卓話　米山奨学委員会
　19日（木）　卓話　趣味の会
　26日（木）　田中久夫ガバナー来訪

※※10月以降の主な予定 ※※
　10月28～29日　ライラ研修会
　11月		5日（日）　地区大会ゴルフコンペ
　11月19日（日）　地区大会（全員登録）

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

伊勢崎市稲荷町382番地1
tel.0270-25-5745  fax.0270-26-1890
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上柿建設株式会社
総合建設業　一級建築士事務所

伊勢崎市三室町5229-1
t e l.0270-62-7307
fax.0270-62-7256

代表取締役
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