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幹事就任のご挨拶
　　　　　　　　　　　 幹事　金井　利明
　2018-2019年度、伊勢崎中央ロータリークラブの幹事

を仰せつかりました金井でございます。

　本年度は北原会長の基本方針に基づき、活動重点

目標と数値目標の実現に向けて一生懸命頑張る所存

でございます。また、円滑で魅力ある例会運営に努める

ために、各委員会と連携し各諸行事のサポートを心がけ

ていきたいと思います。

　最後に事務局並びに会員皆様のご協力をお願いし

就任の挨拶と致します。

会長就任のご挨拶
　　　　　　　　　　　 会長　北原　康男
　2018-19年度における皆様の伊勢崎中央ロータリークラブの
会長に就任致しました北原でございます。
　今年度のＲＩ会長はバハマのバリー・ラシン氏でして、テーマとし
て『インスピレーションになろう』（原語：Be the Inspiration)を掲
げています。そしてこのテーマには、変化を生み出す意欲がロータ
リアンの心に芽生えることで、もっと何かをしよう、可能性を最大限に
発揮しようと、各人で前進して頂きたいという意味が込められてい
ます。また、国際ロータリー新ビジョンとして、「私たちロータリアンは、
世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変
化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指して
います。」と提唱しています。
　第2840地区の宮内敦夫ガバナーは、「インスピレーションになろう
Be the Inspiration」を受けて次のメッセージを発しています。
『クラブを元気に、世界に奉仕を、みんなで回そうロータリーの輪』
そしてこのための地区目標を次のように定めています。
  １． ロータリー賞を目指そう
  ２． クラブを活性化しよう＜魅力あるクラブを創るために＞
  ３． ロータリー活動を通して自己形成しよう
  ４． 地区・クラブのビジョン（戦略計画）を持とう
  ５． 公共イメージと認知度の向上を図ろう
  ６． ロータリー財団の補助金を活用して地域・社会に奉仕をしよう
  ７． 2840地区の数値目標を達成
　　（会員増強：会員数の5%以上、財団寄付150ドル以上、
　　  メジャードナー5名以上、ポリオ寄付30ドル以上、
　　  米山奨学金寄付16,000円以上）
  ８． 地区大会全員参加及びRotary Dayの開催、ＩＭの開催
　これらの方針をもとに当クラブでは、会員ひとりひとりの個性と
スキルを生かしながらトータルパワーを発揮して、例会、奉仕活動、
親睦イベント、そして趣味の会などで、楽しくて魅力ある、充実した
活動を行って行きたいと思います。会員各位のご協力をお願い
致します。
  活動重点目標としては以下のとおりです。
  １． 新入会員が個性とスキルを活かして活躍できるクラブを目指す。
  ２． 未来の夢計画の活動を通して公共イメージと認知度を向上
　　させる。
  ３． 会員増強と退会防止活動を強力に実行し、特に女性会員を
　　充実させる。
  ４． 過去の活動習慣にとらわれず、クラブの充実と発展に効果が
　　あると思われることは積極的に実行する。
  また数値目標は以下のとおりですのでよろしくお願い致します。
  １． 会員増強  年度末純増 6名（女性会員3名以上目標）
  ２． ロータリー財団寄付　　　　　1人150ドル以上
  ３． ポリオ寄付　　　　　　　　  1人30ドル以上
  ４． 米山奨学金寄付　　　　　　１人16,000円以上
  ５． 例会出席率　　　　　　　　自クラブ出席　85％以上



②又、本日は先日入会が承認されました石原秀樹さん、
　金井勇太さんにお越し戴いております。

◇ 幹事報告
①次年度現況報告書用の各委員長、趣味の会代表
　の基本方針等の原稿は29日（金）が締切となります。
　事務局迄ご提出をお願い致します。
②5ＲＣ第2分区（B）、ロータリーデー事業の際に伊勢崎
　駅北に植樹しましたドイツトウヒが5月の暑さで枯れて
　しまった為、ウラジロモミに植替えを行ったとの報告
　が幹事クラブの伊勢崎より届いております。

◇ 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2名）

２.ニコニコＢＯＸ委員会：大木委員長
　　　　　　　　　 　　　累計　495,000円
・金子克次さんには、１年間皆様のご協力をもちま
　して無事終了できそうです。本当にありがとうござ
　いました。
・大竹昌樹さんには、１年間ありがとうございました。
・北原康男さんには、会長、幹事１年間ありがとう
　ございました。力不足ですが引き継がせて頂きます。
　よろしくお願い致します。
・金井利明さんには、金子会長、大竹幹事１年間
　お疲れ様でした。次年度も本年同様皆さんご協力を
　お願いします。
・山崎泰男さんには、これからもよろしく！ 
・井上芳之さんには、会長、出席率が悪くて申し訳
　ありませんでした。
・髙橋大之さんには、最終例会にご参加頂きありが
　とうございます。親睦委員会として1年間お世話に
　なりありがとうございました。
・塩屋新一さんには、本年度の親睦委員会お世話
　になりました。来年度の親睦委員会もよろしくお願い
　します。
・新井洋介さんには、親睦委員会の皆様、最終例
　会設営おつかれさまです。

本日のプログラム
・会長所信発表
・７月度各御祝（敬称略）
　皆　勤　賞　　２５年　羽鳥基宏
　　　　　　　　２２年　山崎泰男
　　　　　　　　１６年　北原康男
　　　　　　　　１５年　池田 博
　　　　　　　　　８年　服部忠夫
　　　　　　　　　５年　大竹昌樹
　　　　　　　　　４年　都丸真査瑠
　　　　　　　　　３年　髙橋大之
　創立記念日　　久保　勲　　石原慎二
　　　　　　　　原　和隆　　塩屋新一
　　　　　　　　宮田伸之　　松永文彦
　　　　　　　　金田一英孝　髙木　謙
　　　　　　　　大橋祐介　　山崎泰男
　配偶者誕生日　橋本真由美　金井憲子
　　　　　　　　高木　薫　　桑原由美子
　　　　　　　　藤田恵美子　松本富子
　　　　　　　　清水久江
　結婚祝い　　　大橋祐介　　石原秀樹
　　　　　　　　高沢克治
　会員誕生日　　栗原智久　　小久保剛利
　　　　　　　　大木　学　　桑原　勝
　　　　      　　滝川勝賢　　石原慎二
　　　　　　　　高沢克治　　金井利明
　　　　　　　　岡田　浚　　廣村孝之
・「Ｒの友」紹介

第2022回例会報告（6月21日）
◇ 点鐘
◇ 来訪者（米山奨学生）タパ,ナルバハドゥルさん
◇ ロータリーソング
　「それでこそロータリー」
◇ 会長報告
①先日、これまでチャーターメンバーとして永きに渡り、
　当クラブに貢献されました会員の田村直之さん、
　今井誠伍さんより退会の希望があり、本日、例会前
　に臨時理事会を開催し、大変残念ではありますが
　退会が承認されました。
　後程、お二人よりご挨拶を戴きたいと思います。

   

会員数 出席者 欠席者 出席率
84名 73名 8名 90.12％



各地のクラブ連絡
（1） 7月のロータリーレートのお知らせ
　　　　　　　　　6月と同様1ドル110円　… ＲＩ
（2） 青少年交換カウンセラー及び地区委員委嘱状
　　　　　　  　　　　　…宮内ガバナー事務所
（3） 「いせさきまつり」協賛方お願い
　　　　　　　  　　　　…いせさきまつり協賛会
（4） 「いせさき七夕まつり装飾コンクール」実施に伴う 
　　賞の授与について（依頼）
　　　　　　　  …いせさき七夕まつり実行委員会
（5） 平成30年度伊勢崎・玉村暴力追放推進協議会
　　第26回通常総会の開催について
　　　　　　…伊勢崎・玉村暴力追放推進協議会
（6） 愛のはぐるま会創立50周年記念式典のご案内
　　　　　　　　　　…伊勢崎市愛のはぐるま会

※※7月度例会予定※※
　12日（木）　各委員長挨拶・所信発表
　19日（木）　　　〃　　　
　26日（木）　　　〃　　　

※※7月度その他の行事※※
　14日（土）　社会を明るくする運動歩行パレード

近隣クラブ例会場・例会時間

・高木　均さんには、親睦委員として一年間お世話
　になりました。次年度は社会奉仕委員として頑張り
　ますのでよろしくお願いします。
・ニコニコＢＯＸ委員会には、1年間、ニコニコ
　ボックスにご協力いただきありがとうございました。
　こちらをもちまして任務完了です。

○プログラム
　最終例会 18：00点鐘　於：ニューいづみ 
　田村直之さん・今井誠伍さん退会ご挨拶
　会長・幹事バッジ交換
　記念品贈呈
　退任挨拶　　第43代会長　　金子克次
　　　〃　　　 第43代幹事　　大竹昌樹
　就任挨拶　　第44代会長　　北原康男
　　　〃　　　 第44代幹事　　金井利明
　懇親会開会
　開会挨拶　　金子克次会長
　乾杯　　　　桑原勝直前会長
　　趣味の会紹介
　　40th60thﾊﾞﾝﾄﾞ演奏
　手に手つないで
　〆の挨拶　　北原康男次年度会長　　

2018-19年度上期年会費
口座振替日は7月17日（火）となります。
お振込みの方は、7月26日（木）迄に納入を
お願い致します。

次の例会日

7月12日（木）
各委員長挨拶・所信発表

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



２０１８～２０１９年度委員会名簿

〈役員〉
　　　会　長　　　 北原康男

　会長エレクト　 松原　香

　　　副会長　　 藤田政幸

　　　幹　事　　 金井利明

　　　副幹事　　 上柿敬一

　　　会　計　　 猪俣素芳

　　 直前会長 　 金子克次

　　　S A A 　　　滝川勝賢

〈理事〉
　　　理　事　　　会員増強退会防止　 小久保剛利

　　　理　事　　　国際奉仕　　　　都丸真査瑠

　　　理　事　　　職業奉仕　　　　泉　哲雄

　　　理　事　　　社会奉仕　　　　新井孝也

　　　理　事　　　青少年奉仕　　　大木　学

　　　理　事　　　親睦　　　　　　塩屋新一

　　　理　事　　　ロータリー財団　　新井　聡

SAA 滝川勝賢
松永文彦

赤堀哲也

澁澤克也　大和祥晃　髙木　謙　金井敦史

中島省三　荒井孝宣　菅家世誉　櫻井保志

金井勇太　石原秀樹

委員会 委員長 副委員長 委　　員

会員増強退会防止 小久保剛利 服部忠夫 大平雄伸　小林正弘

職業分類 船田　正 岡村皓司 羽鳥基宏

会員選考 池田　博 桑原　勝 金子克次

ﾛｰﾀﾘｰ情報 藤田政幸 大竹昌樹 松原　香

広報・ＩＴ 木暮　晃 牛久保　拓 清水秋夫

職業奉仕 泉　哲雄 三井秀之 辻　憲治

社会奉仕 新井孝也 髙木　均 雨宮昭一　吉澤千恵子

国際奉仕 都丸真査瑠 橋本　力 吉田雅志　根岸徹郎

青少年奉仕 大木　学 髙橋淳子 古賀義朗　原　和隆

クラブ奉仕 髙橋大之 長谷川修志 星野　昭

出　　席 浅野香奈 金田一英孝 市来美恵子

廣村孝之

塚越郁夫　加賀谷富士子　細井一樹

山谷良一　髙野佳数　宮田伸之　北原由美子

大橋祐介　岡田　浚

石井宣義

久保　勲

大美賀勤　井上芳之

久保田金次　矢内敏博

山崎泰男

クラブ会報 石原慎二 小保方英雄

親　　睦 塩屋新一 児島清文

雑　　誌 角田　修 千吉良勝美

プログラム 松本利宏 小野岳彦

ニコニコＢＯＸ 新井洋介 栗原智久

ロータリー財団 新井　聡 中嶋創史

米山奨学

長期計画

プロジェクト

（未来の夢計画）

田島義文

［役員］北原康男　松原　香　藤田政幸　金井利明　上柿敬一

［Ｒ財団委員会］新井　聡　中嶋創史　矢内敏博

［2013-2014以降Ｒ財団委員長］大木　学　上柿敬一　髙橋大之　塩屋新一　新井孝也

高沢克治

名誉会員 加久裕士


