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第2840地区 伊勢崎中央ロータリークラブ

2016年7月7日（第1872号）

会長就任のご挨拶
会長　桑原　勝

　国際ロータリー2016-2017年度会長 K ジョン F・ジャーム
氏は、テーマとして「人類に奉仕するロータリー」を掲げてい
ます。社会貢献への熱意をもつ職業人が集うロータリー独自
の力を生かせば、大きな目標もできる、とするジャーム会長。

「世界でもっと大きな『よいこと』をする推進力となるために、
固い決意でポリオ撲滅を成し遂げ、ロータリーをさらに前進
させながら、これまでの成功をバネに飛躍するときが来たの
です」と述べています。
　「人類に奉仕するロータリー」が本年度のターゲットです。
第2840地区　豊川一男ガバナーは
　「点から面へさらに世界へ」 －広げよう〈友情と奉仕〉の和・輪－
　上記を地区スローガンにロータリー目標を
　　優先項目１：クラブのサポートと強化
　　優先項目２：人道的奉仕の重点化と増加
　　優先項目３：公共イメージと認知度の向上
　と定めています。将来に向かい、ビジョンと行動の改革がな
ければ、徐 に々弱体し、淘汰されてしまいますと述べています。
　これらの方針を基に今年度は創立以来最多のメンバーと共
に伊勢崎中央ロータリークラブの伝統を継承し親睦を深め、
奉仕プロジェクトを実践し社会貢献をさらに充実した目標を一
歩一歩進めて行く所存であります。
最後に一年間 「メンバーの皆様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思います。

活動重点目標
１、友好クラブ（新湊 RC）との交流会を実施する
２、新入会員（入会3年未満）の方 に々も積極的にクラブ行事に
　　参加出来るよう考案する
３、未来の夢計画（地区補助金）をさらに充実させる
４、退会防止を推し進める
５、例会出席率向上（前年度のかたちを継続）並びにメイクを
　　推奨する

数値目標　　　　　　　 
１、会員増強 男性会員１名、女性会員２名、純増３名
２、ロータリー財団年次寄付 １人150ドル以上
３、ポリオプラス １人30ドル以上
４、米山記念奨学金 １人16,000円
５、例会出席率　自クラブ出席率80％（メイクを含まない）
　　　　　　　　を下回らない

幹事就任のご挨拶
幹事　藤田　政幸

　本年度（2016-2017）、幹事の役を仰せつかりまし

た藤田です。

　桑原会長のもと、会長方針にのっとり伊勢崎中央

ロータリークラブ発展の為、一生懸命頑張る所存であ

ります。

　行動目標として、会長と頻繁に連絡をとり各委員会

と連携し各諸行事のサポートをいたします。

　最後に事務局ならびに会員の皆様方にはご協力を

宜しくお願い申し上げます。



第1934回例会報告（6月23日）
◇点鐘
◇ロータリーソング
　「それでこそロータリー」

◇来訪者
　栗原智久さん

◇会長報告
　我が友に贈る
　　ロータリアンの行動は全てが尊い労苦だ
　　何時も感謝の心を声にして
　　皆で清々しく進もう

◇幹事報告
　先日の理事会にて入会が承認され、来月の新

年度から入会予定の栗原智久さんが今夜、オ
ブザーバーとして参加されております。

◇委員会報告
1. 出席委員会：木暮 晃委員長
　当日の出席率

会員数 出席者 欠席者 出席率

81名 71名 8名 89.87%

2. ニコニコＢＯＸ委員会：新井 聡委員長

  累計　728,030円

・池田 博さんには、1年間クラブの皆様には大
変大変お世話になりました。感謝申し上げま
す。 

・松原 香さんには、1年間大変お世話になりま
した。皆様のご協力に感謝致します。ありが
とうございました。

・桑原 勝さん・藤田政幸さんには、7月からの1
年間よろしくお願いします。

・泉 哲雄さんには、1年間お世話になりました。
・船田 正さんには、
　　年度　終会をつづる
　　　１年の始め終わりあるけれど
　　　時が経てばすぐ忘れ
　　　奉仕の理想をよびたたせ
　　　次年度ガンバロー
　　　　　いせさき　なかお
・根岸徹郎さんには、久しぶりの二水会で優勝

しました。誕生日と重なり大変うれしく思っ
ております。

・高木　均さんには、池田さん、松原さんはじ
めお世話様でした。

・SAA 一同より、1年間会員の皆様にはご迷惑
をお掛けした事が多々ありましたが、何とか
乗り越えることができました。ありがとうご
ざいました。

・親睦委員会一同より、最終例会に多数出席あ
りがとうございました。一年間お世話になり
ました。

・ニコニコ BOX 委員会一同より、一年間多く
の皆様にニコ BOX にご投入頂き本当にあり
がとうございました。

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　23年　羽鳥基宏
　　　　　　　　20年　山崎泰男
　　　　　　　　14年　北原康男
　　　　　　　　13年　池田 博
　　　　　　　　 6 年　服部忠夫
　　　　　　　　 4 年　木暮 晃
　　　　　　　　 3 年　石原慎二　松本利宏
　　　　　　　　 2 年　田島義文　都丸真査瑠
　　　　　　　　 1 年　児島清文
　　創立記念日　　稲田和昭　　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
　　　　　　　　　髙橋淳子　　大橋祐介
　　　　　　　　　山崎泰男
　　奥様誕生日　　 高木　薫　　桑原由美子
　　　　　　　　　藤田恵美子　北爪知子
　　　　　　　　　松本富子　　清水久江
　　　　　　　　　樋口佳子
　　結婚祝い　　　大橋祐介　　高沢克治
　　会員誕生日　　菊池重厚　　栗原智久
　　　　　　　　　小久保剛利　大木　学
　　　　　　　　　桑原　勝　　滝川勝賢
　　　　　　　　　北爪　功　　石原慎二
　　　　　　　　　高沢克治　　金井利明
　・「R の友」紹介

　素材から完成品まで�
　　 カークーラー部品・自動車部品製造
　　 省 力 機 器 ・ 専 用 機 ・ 金 型 設 計 製 作

—冷間鍛造加工・機械加工・組立加工—

コガックス（株）
取締役相談役　 古 賀 義 朗

伊勢崎市国定町 1-104-11　 TEL  0270-62-7811

　
株式会社　稲田自動車商会

代表取締役社長　稲田　和昭
〒372- 0812  群馬県伊勢崎市連取町1326  TEL.0270-23-1222  FAX.0270-23-7683

inada  satisfying  motor
works  &  company.,
with  HONDA



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
　 　現行1ドル　110円→102円 …RI

（2）「いせさきまつり」協賛方お願い
 …いせさきまつり協賛会

（3）「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

（4）平成28年度伊勢崎・玉村暴力追放推進協議会　 
　  第24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
　

※※7月度例会予定 ※※
　14日（木）　2015-16年度会計報告
　　　　　　各委員長挨拶・所信発表
　21日（木）　　　〃
　28日（木）　　　〃

※※7月度その他の行事 ※※
　16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

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14日（木）

各グループリーダー及び各委員長

挨拶・所信発表

○趣味の会
・二水会
　新会長　田島義文さん
　新幹事　松本利宏さん
　紹介・挨拶

○プログラム
　最終例会　18：00点鐘　於：ニューいづみ
　会長・幹事バッジ交換
　記念品贈呈
　退任挨拶　　第41代会長　池田 博
　　  〃　　　 第41代幹事　松原 香
　就任挨拶　　第42代会長　桑原 勝
　　  〃　　　 第42代幹事　藤田政幸
　懇親会開会
　開会挨拶　　池田会長
　乾　　杯　　桑原次年度会長
　　津軽三味線　北村姉妹
　手に手つないで
　〆の挨拶　　藤田次年度幹事

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。

（有）KFG
久 保 田 金 次

〒372-0056 伊 勢 崎 市 喜 多 町 8 9 - 7
TEL  0270-25-3791

経 済 産 業 大 臣 指 定
—  伝統的工芸品　いせさき絣製造  —

田 村 織 物（有）
代表取締役　 田 村 直 之

伊勢崎市北千木町 842-2
TEL  0270-25-0696



＜役　　員＞

会　長 桑原　勝 理　事 会員増強退会防止 滝川勝賢

会長エレクト 金子克次 理　事 国際奉仕 上柿敬一

副会長 北原康男 理　事 職業奉仕 小野岳彦

幹　事 藤田政幸 理　事
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門
ﾘｰﾀﾞｰ 泉　哲雄(社会奉仕)

副幹事 大竹昌樹 理　事 青少年奉仕 松本利宏

会　計 猪俣素芳 理　事 親睦 新井洋介

直前会長 池田　博 理　事
Ｒ財団・米山部門
ﾘｰﾀﾞｰ 塩屋新一

ＳＡＡ 牛久保 拓

牛久保 拓 塚越郁夫

部　門 委員会 委員長 副委員長

会員増強退会防止 滝川勝賢 大木 学

職業分類 吉田雅志 久保田金次  田村直之　 　

会員選考 岡村皓司 羽鳥基宏  池田 博

ロータリー情報 北原康男 松原 香  石井宣義

広報・ＩＴ 石原慎二 木暮 晃  北爪 功 　

職業奉仕 小野岳彦 矢内敏博  稲田和昭 　

社会奉仕 泉 哲雄 赤堀哲也  大美賀 勤 雨宮昭一

国際奉仕 上柿敬一 大和祥晃  橋本 力 　

青少年奉仕 松本利宏 服部忠夫  松永文彦 　

クラブ奉仕
（友好ｸﾗﾌﾞ担当）

久保 勲 鈴木良一  船田 正 根岸徹郎

出　　席 児島清文 長谷川修志 　

クラブ会報 金田一英孝 田島義文  今井誠伍

親　　睦 新井洋介 角田 修

雑　　誌 吉澤千恵子 髙橋淳子  井上芳之 　

　プログラム 山崎泰男 星野 昭  古賀義朗 　

ニコニコＢＯＸ 小久保剛利 辻 憲治  清水秋夫 　

ロータリー財団 塩屋新一 新井孝也  新井 聡 髙橋大之

米山奨学 金井利明 高木 均  小林正弘 　

長期計画ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
（未来の夢計画）

名誉会員 加久裕士

２０１６～１７年度委員会名簿

Ｓ　Ａ　Ａ

＜委員会＞
委　　員

会員増強
リーダー

(北原康男)

 高沢克治

桑原 勝　金子克次　北原康男　塩屋新一　新井孝也　新井 聡　髙橋大之　泉　哲雄　藤田政幸

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
リーダー
(泉 哲雄)

クラブ管理
リーダー

(久保　勲)

 千吉良勝美　金井敦史　原 和隆　 斉藤尚和
o三井秀之　  中島省三　中島創史　澁澤克也
o樋口治男　　栗原智久

Ｒ財団･米山奨学
リーダー

(塩屋新一)

 細井一樹　都丸真査瑠　大平雄伸　菊地重厚
o大橋祐介　管家世誉　　小保方英雄
o荒井孝宣　宮田伸之


