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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

2018年2月22日（第1937号）

第2005回例会報告（2月8日）
◇点鐘
◇ロータリーソング
　「我らの生業」

◇来訪者
　（伊勢崎）　　平田　進さん　
　　　　　　　柳井正臣さん
　　　　　　　角田秀則さん
　（米山奨学生）デデ スヘンデリさん

◇会長報告
　本日は伊勢崎ロータリークラブの平田さんが

お見えです。伊勢崎ジュニアオーケストラの
件で後程お話があるようですのでどうぞ皆さ
んご協力をお願い致します。

◇幹事報告
①2018－19年度ロータリー手帳お買い上げのお

願いが届いております。購入希望の方は事務
局までお申し出下さい。

　申し込みは2月25日迄。価格は1冊　648円。
②2月20日（火）伊勢崎5RC ホストファミリー協

力会会議が開催されます。会長、幹事、松永
青少年奉仕委員長、カウンセラー予定の栗原
さん、計4人で参加してまいります。

③3月25日（日）第２分区（Ｂ）Intercity Meeting
ＩＭが開催されます。義務出席として役員・
理事各委員長さん、入会3年未満会員となりま
すが、出席は全会員対象となりますので都合
のつく方は是非ご出席下さい。本日出欠確認
を回覧しております。

④2月18日（日）新会員セミナー
　藤田さんを研修リーダーとして計7名での出席

となります。
⑤2月24日（土）米山奨学生修了式
　カウンセラーの猪俣さんとデデ君の出席。
⑥館林 RC 創立60周年記念式典のご案内が届い

ております。
⑦新規米山奨学生世話クラブ及びカウンセラー

募集の案内が届いておりますが、現在次年度
会長・幹事にて調整中です。

⑧2018－19年度　会長エレクト次年度幹事研
修セミナー（ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ）3月17日～
18日のご案内が届いております。

◇委員会報告
1. 出席委員会：角田委員

　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

87名 68名 15名 80.95%

　メーク実績
・2/25　山崎泰男さん（伊勢崎東ＲＣ）
　　　　 小保方英雄さん（　　〃　　）
　　　　 澁澤克也さん　（　　〃　　）

2. ニコニコＢＯＸ委員会：大木委員長

  累計　262,000円

・平田　進様より、伊勢崎ジュニアオーケスト
ラの第20回定期演奏会を4月7日に開催致しま
す。金食い虫の団ですが皆様のご協力を得て
20回目を迎える事となりましたが、今回も皆
様のご協力をよろしくお願い致します。

・金子克次さんには、風邪が流行っております。
皆様どうぞお身体に気をつけて下さい。

・大竹昌樹さんには、本日もどうぞよろしくお
願いいたします。

本日のプログラム
卓話

　「働き方改革」について

社会保険労務士　石原慎二さん



・大木 学さんには、本日は伊勢崎ジュニアオー
ケストラの PR をさせていただきます。ご協力
いただけると幸いです。

・櫻井保志さんには、誕生日プレゼントありが
とうございました。これからも宜しくお願い
致します。

3. 親睦委員会：塩屋副委員長
 2月15日（木）「長寿を祝う会＆新入会員歓迎会」
　18時より、ニューいづみ

4. クラブ奉仕委員会：赤堀委員長
	 友好クラブ交流会について
　3月10日（土）～ 11日（日）
　宿泊について　伊香保温泉　千明仁泉亭
　　　　　　　　17,000円
             　 （宿泊費・二次会費含）
　来週、再来週、出欠確認させて戴きます。
　3月10日（土）ゴルフについては二水会、田島

さんよりご案内。

○プログラム
・新入会員卓話
　髙木　謙さん
　市来美恵子さん
　櫻井保志さん
・米山奨学金授与
・伊勢崎ジュニアオーケストラ定期演奏会ご協

力のお願い：平田 進さん（伊勢崎 RC）

○趣味の会
・二水会：田島さん
　友好クラブ交流会ゴルフコンペについて
　3月10日（土）伊香保国際カンツリークラブ
　　料金　 13,000円
　　　　　　　（プレー、キャディー、昼食付）
　　参加費　3,000円
　来週以降、参加確認をさせて戴きます。

第2006回例会報告（2月15日）

◇点鐘

◇来訪者
　（米山奨学生）デデ スヘンデリさん

◇会長報告
　本日は「長寿を祝う会＆新入会員歓迎会」です。

御祝いの方々おめでとうございます。

◇幹事報告
①2/18、新会員セミナー　於：メトロポリタン

高崎
②3/10、春の友好クラブ交流会出欠確認について
　本日、出欠確認を回覧しておりますのでご記

入をお願い致します。
③2/23、上毛新聞　ロータリー創立記念日に地

区内46クラブの広告が掲載されます。
④3/8、群馬経済新聞に公共イメージアップ戦略

の一環として当クラブの記事が掲載されます。

◇委員会報告
2. ニコニコＢＯＸ委員会：大竹幹事

  累計　277,000円

・古賀義朗さんには、お祝いありがとう。
・雨宮昭一さんには、喜寿の祝、ありがとう。
・船田 正さんには、喜寿の祝い　77才
　金婚の祝い 50年、ロータリー歴 27年
　パーフェクト、今後共宜しくお願い致します。
・鈴木良一さんには、赤いちゃんちゃんこお祝

いありがとうございます。うれしいかな　か
なしいかな？

・田島義文さんには、本日創立55周年を迎えま
した。これからも宜しくお願いします。

・髙橋大之さんには、今夜はよろしくお願いし
ます。

・髙木　謙さんには、本日は歓迎会ありがとう
ございます。

・浅野香奈さんには、入会して1年になりました。
　今後ともよろしくお願い致します。
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○プログラム
・「長寿を祝う会＆新入会員歓迎会」
　18：00点鐘　於：ニューいづみ
　会長挨拶　　金子会長
　乾杯　　　　桑原直前会長
　　趣味の会　ロータリーバンド
　長寿御祝贈呈　米寿　今井誠伍さん（欠席）
　　　　　　　　喜寿　雨宮昭一さん
　　　　　　　　　　　船田 正さん
　　　　　　　　　　　古賀義朗さん
　　　　　　　　還暦　 鈴木良一さん
　新入会員花束贈呈　　髙木　謙さん
　　　　　　　　　　　櫻井保史さん（欠席）
　　　　　　　　　　　市来美恵子さん
　お礼の言葉
　手に手つないで
　　　ソングリーダー　高木　均さん
　閉会挨拶　　　北原康男会長エレクト

※※2月度その他の予定 ※※
　24日（土）　米山記念奨学生修了式

※※3月度例会予定 ※※
　 1 日（木）　各御祝・「Ｒの友」紹介
　 8 日（木）　卓話　上武大学駅伝部
　　　　　　　　　 監督　近藤重勝さん
　15日（木）　観桜会
　22日（木）　卓話　「山登のススメ」
　　　　　　　　　会員　高木　均さん
　29日（木）　休会

※※3月以降その他の予定 ※※
　3月10日（土）～11日（日）　新湊RC交流会
　3月10日（土）　　　　　　ゴルフコンペ
　3月17日（土）～18日（日）　PETS・SETS　
　3月25日（日）　第2分区（B）ＩＭ

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

3月1日（木）

各御祝

「Ｒの友」紹介

長寿を祝う会＆新入会員歓迎会

……明るい住まいは塗装から……
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