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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7月6日（第1914号）

会長就任のご挨拶
会長　金子　克次

　国際ロータリー2017-2018年度会長イアン・ライズリー氏は、
テーマとして「ロータリー：変化をもたらす」と掲げています。それぞ
れどのような方法で奉仕することを選んだとしても、その理由は、奉
仕を通じて人びとの人生に変化をもたらせるとするライズリー会
長、その活動が、人数が多かろうが少なかろうが、誰かの人生をよ
り良くし、入会のきっかけが何であれ私たちがロータリーにとどま
り続けるのは、ロータリーで充実感を得ることができ、この充実感
は、毎週、毎年、「変化をもたらす」ロータリーの一員であることか
ら湧き出てくるものだと述べています。
　そして、第2840地区 田中久夫ガバナーはこれらを踏まえ、

「ロータリーのある人生を誇りにしよう」をスローガンに掲げ、ま
ず冒頭に各種寄付は無形の契約であり、ロータリアンであると
いう道を選んだからにはこれは義務であると語り、私たち自身が
ロータリーの高潔な精神性の存在を認め、多くの仲間たちと友情
を深めながら一致協力して活動し実践しようと語っています。
　そしてロータリー目標を次のように定めています。
　１．RI 会長賞を目指そう
　２．会員増強・退会防止　年度末目標
　　  クラブ目標純増１割　地区目標2400名
　３．公共イメージ向上への戦略実践
　４．会員相互において「ロータリアンであることの誇り」の認識
　　  共有
　５．ロータリー財団による補助金の活用
　６．Ｒ財団寄付150ドル、ポリオ寄付30ドル、
　　  米山寄付16000円の達成

　これらの方針を基に本年度当クラブでは、各種メディアを積極
的に活用し、公共イメージ向上を計りながら、ロータリー活動の
根底をなす出席率について義務ではなく会員一人ひとりの権利と
して捉え、その向上に努めて頂くと共に、会員増強とそれに伴う新
入会員の教育と会員間の親睦交流に力を注ぎ退会を防止し、各
種寄付金の目標額の達成を目指し、先達の築き上げた歴史と伝
統を守りながら地域や会員自らにも愛される素晴らしいクラブを
作って行きたいと考えますのでご協力を宜しくお願いいたします。

活動重点目標
　１．出席率の向上　　　　　４．各種寄付金の目標額達成
　２．会員増強と退会防止　　５．公共イメージ向上
　３．新入会員の教育

数値目標　　　　　　　 
　１．出席率の向上・・・自クラブ出席率年間平均85％の達成
　２．会員増強・・・・・・・・・・・・年度末純増１割（8名）
　３．ロータリー財団への寄付目標・・・１人　150ドル以上
　４．ポリオプラス・・・・・・・・・・１人　30ドル以上
　５．米山記念奨学会への寄付目標・・・１人　16,000円

幹事就任のご挨拶
幹事　大竹　昌樹

　2017-18年度、歴史と伝統ある伊勢崎中央ロータ

リークラブの幹事を仰せつかりました大竹でござい

ます。

　本年度は金子会長の基本方針に基づき、全会員にご

協力頂きながら、「出席率の向上」「会員増強退会防止」

「寄付金の目標額達成」の三本柱を成し遂げられるよう

努力すると共に、円滑な例会運営に努め豊かなクラブ

運営の一助となるよう努力したいと思います。

最後に事務局並びに会員皆様のご協力をお願いし就

任の挨拶といたします。



第1978回例会報告（6月22日）
◇点鐘
◇来訪者　（米山奨学生）デデ スヘンデリさん

◇ロータリーソング
　「それでこそロータリー」

◇会長報告
①本日、例会前に臨時理事会を開催し、会員の
（株）山村　樋口治男さんの退会が承認されま
した。せっかく入会戴きましたが、仕事が忙
しくなかなか例会に出席出来ないということ
で残念ながら退会となりました。

②世界大会へ参加された皆さん、大変お疲れ様
でした。

◇幹事報告
　アトランタ世界大会に参加された皆さん、大

変お疲れ様でした。後程報告をお願い致します。

◇委員会報告
1. 出席委員会：児島委員長
　当日の出席率（出席免除会員2名）

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：小久保委員長

  累計　737,001円

・桑原 勝さんには、1年間大変お世話になりま
した。本当にありがとうございました。 

・藤田政幸さんには、桑原年度最終例会です。
楽しんで下さい。

・久保田金次さんには、二水会第2位でした。
・久保　勲さんには、桑原会長・藤田幹事1年

間ご苦労様でした。又、今日の二水会コンペ
ではドラゴンを2つとニアピン1つもらいまし
た。ありがとうございました。

・松原 香さんには、桑原会長、藤田幹事1年間
お疲れ様でした。しばらくはゆっくり休んで
下さい。

・大竹昌樹さんには、1年間よろしくお願い致します。
・田島義文さんには、二水会コンペおつかれ様

でした。また、今年1年間お世話になりました。
・松本利宏さんには、第4回二水会ゴルフコンペ

参加の皆様ご苦労様でした。
・矢内敏博さんには、二水会ゴルフコンペみな

さまのご好意により優勝させて頂きました。
ありがとうございました。

・塩屋新一さんには、財団委員会の皆様1年間ご
協力ありがとうございました。来年の新井孝
也委員長頑張って下さい。

・SAA 牛久保 拓さんには、1年間お世話になり
ました。

・親睦委員会 新井洋介さんには、本日は最終例
会にたくさんの皆様にご参加いただきありが
とうございます。1年間どうもありがとうご
ざいました。

・小久保剛利さんには、一年間ニコ BOX へご協
力ありがとうございました。また本日の余興

（Jazz Band　ひとみ）バンド、ボーカルは後
輩です。宜しくお願い致します。

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　24年　羽鳥基宏
　　　　　　　　21年　山崎泰男
　　　　　　　　15年　北原康男
　　　　　　　　14年　池田 博
　　　　　　　　 7 年　服部忠夫
　　　　　　　　 5 年　木暮 晃
　　　　　　　　 4 年　松本利宏
　　　　　　　　 3 年　都丸真査瑠
　　　　　　　　 2 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　　 橋本真由美　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　　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
　　　　　　　　　廣村孝之
　・「R の友」紹介
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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）地区委員委嘱状 …田中ガバナー事務所
（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29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

（6）伊勢崎市緑化推進委員会会費納入について
　　（お願い） …伊勢崎市緑化推進委員会

（7）平成29年度会費納入について（お願い）他
 …伊勢崎市観光物産協会

（8）地区研修・協議会報告書
 …田中ガバナー事務所
　

※※7月度例会予定 ※※
　13日（木）　各委員長挨拶・所信発表
　20日（木）　　　〃
　27日（木）　　　〃

※※7月度その他の行事 ※※
　10日（月）　管理運営セミナー
　15日（土）　社会を明るくする運動歩行パレード
　22日（土）　インターアクト年次大会

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13日（木）
各委員長挨拶・所信発表

○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42代会長　桑原 勝
　　  〃　　　 第42代幹事　藤田政幸
　就任挨拶　　第43代会長　金子克次
　　  〃　　　 第43代幹事　大竹昌樹
　懇親会開会
　開会挨拶　　桑原会長
　乾　　杯　　金子次年度会長
　手に手つないで
　〆の挨拶　　星野パスト会長

2017-18年度上期年会費
　　口座振替日は7月18日（火）となります。
　　お振込みの方は、7月20日（木）迄に納　　

　入をお願い致します。

第4回二水会ゴルフコンペ　6月22日（木）玉村ゴルフ場
天候曇りのち晴れ 参加人数16名
優　勝 矢内敏博さん　 46.48.94 Net72.4
準優勝 久保田金次さん 47.45.92 Net72.8
梅雨時期ではありますが、前日の雨も止んで1日楽しくプ
レイすることができました。
これも桑原会長の日頃の心がけが良いせいか…？
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