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会長退任のご挨拶

会長● 金子 克次

幹事退任のご挨拶
会長 金子 克次

拝啓 初夏の候、会員の皆様には健やかな毎日をお送りの
ことと慶賀申し上げます。
また、2017-2018年度、在任中の例会並びに各事業等、
皆様のご協力をもちまして無事終了できましたことに心よ
り感謝申し上げます。
今から思いますと7月はスタートの後、目まぐるしく時が
過ぎ去り、8月には当クラブ12個目の趣味の会
「着物の会」
を
立ち上げて頂き華やかな彩りと更なる融和をクラブに与え
ていただきました。ビアガーデン形式で開催した納涼夜間例
会では花火と和装を織り交ぜ、皆様と共に楽しい一時を過
ごしました。9月には2840地区初の試みとなる各分区合同
のガバナー公式訪問が開催され、分区内最多数の出席で盛
り上げて頂き、10月には新湊 RC、郡上八幡 RC との恒例と
なったゴルフ交流会や野球部には群馬県野球大会での活躍
を通してクラブを盛り上げて頂きました。更にライラ研修
会には当クラブより過去最多の8名に参加頂き、地区内の青
少年交流と研修を盛り上げて頂き、11月には野球部のグレ
ン & 千杯選抜野球大会への参加、そして全員登録となった
2840地区大会へは会員の多数の出席で盛り上げて頂きまし
た。更に同月には本年度の地区補助金事業である社会福祉法
人樫の木への
「施設環境整備事業」
を執り行いました。そして
12月には上半期の締めくくりの事業としてクリスマス例会
を
「クリスマスキャロルの熱唱」と教会の厳粛な雰囲気の中、
始めさせていただき参加者皆様に楽しんで頂きました。あっ
という間でしたが新年に向け大変盛り上がるクラブの気風
をしみじみと感じた上半期でした。
新年に入り、上半期の報告が終了後、長寿を祝う会と新入
会員歓迎会を盛大に盛り上げて頂き3月に入るといよいよ次
年度の声も聞こえ、PETS、SETS の開催、また友好クラブ
交流会では群馬の地に新湊ロータリークラブの友を迎えて
親睦を深めて頂き、その後の例会では河津桜の観桜会も例年
通り開催させて頂きました。4月に入り都内への親睦旅行と
新会員の登竜門である家庭集会を開催し多くの会員に参加
頂きました。5月に入ると次年度の動きもいよいよ本格化し
地区協議会や水面下での次年度の準備に向けて邁進して頂
きました。また、本年度は北関越野球大会の幹事クラブとし
て懇親会を例会に当てさせて頂きここにも多くの会員に参
加して盛り上げて頂きました。
振り返るとあっという間の一年間で、数値目標に関しまし
ては中々達成出来ない部分もありましたが、全てにおいて滞
りなくこなしていただいた大竹幹事、事務局の栁澤さんと事
業運営頂いた各委員長を始め担当者、支えて頂いた理事会メ
ンバー、ご参加協力頂いた会員諸兄に改めて感謝申し上げ、
退任の御挨拶とさせて頂きます。一年間本当にありがとうご
ざいました。
例

会

場／ニューいづみ

幹事●大竹 昌樹
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幹事 大竹 昌樹
昨年7月より一年間、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、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してまいり
ましたが残念ながら数値的には達成出来ない部分が
多くありました。これも偏に私の不徳と致すところ
でございます。
しかし、最終例会を迎えた今日、大変すがすがし
い気持ちで幹事職を終えられるのは、諸先輩や理事
会メンバー並びに委員長方々、ご参加頂いたメンバー
諸兄と事務をそつなく熟しフォローしてくれた栁澤
さんのご協力のお陰でございます。一人で出来るこ
とは限りがございますが、皆で行えば大きな力にな
るという事を熟々再認識できた一年でございました。
最後に関わって頂いた全ての人に心より感謝申し
上げ次年度体制にも変わらぬご支援、ご協力をお願
いし退任の挨拶とさせていただきます。一年間あり
がとうございました。

例会日／毎木曜日

PM 12：10

クラブ会報委員／塚越郁夫・吉澤千恵子・大美賀勤・小保方英雄

事務局／栁澤美樹

ホ ー ム ペ ー ジ／isesaki-chuorc.com

事務所／ニューいづみ内

メールアドレス／isesaki-chuo@rid 2840 .jp

TEL 20 − 6000・FAX20− 6001

・大和祥晃さんには、先週休んだので誕生祝あ
りがとうございます。
・大橋祐介さんには、なかなか出られず申し訳ご
ざいません。誕生祝遅くなりました。
・菅家世誉さんには、誕生祝有難うございます。
・市来美恵子さんには、お誕生日ありがとうご
ざいました。
これからもよろしくお願いします。

本日のプログラム
最終夜間例会
18：00点鐘
於：ニューいづみ

第2021回例会報告
（6月14日）
◇点鐘
◇ロータリーソング
「我らの生業」

◇来訪者
（伊勢崎南）
下田進さん、吉沢徹さん
（米山奨学生）
タパ , ナルバハドゥルさん

◇会長報告
例会も残すところ今日を含めあと2回となりま
した。今年度もあと僅かとなりましたが、ど
うぞ宜しくお願い致します。

◇幹事報告
①6/21 最終例会への新会員予定者のフォローを
石原さん
（高沢さん）
、岡田さん
（児島さん）
、金
井さん
（栗原さん）
でお願い致します。
②6/15（金）
クラブ協議会 於：ニューいづみ。
③6/9（土）
米山奨学生学友会総会、タパ君出席。
④6/10
（日）
青少年交換プログラムホストクラブオリ
エンテーション
北原エレクト、服部地区委員、大木次年度委員
長、栗原カウンセラー、幹事、事務局出席。

◇委員会報告

1. 出席委員会：廣村委員
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

84名

66名

15名

81.48%

3. 親睦委員会：髙橋大之委員長
最終夜間例会のご案内
6月21日
（木）18時 於：ニューいづみ
趣味の会の活動報告、会員募集 PR を是非お願
い致します。
○プログラム
・次年度関連：北原会長エレクト会長方針発表
次年度委員会名簿について
○趣味の会
・野球部：赤堀さん
群馬県 RC 野球大会日程 9/15（土）
10/13（土）
グレン＆千杯日程 10/26 ～ 28 於；大阪
・写真部：北原康男さん
最終例会会場に写真を展示しますので写真部
の方は作品をお持ち下さい。
※※7月度の例会予定 ※※
5日
（木） 会長所信発表
各御祝・
「Ｒの友」
紹介
12日
（木） 各委員長挨拶・所信発表
19日
（木）
〃
26日
（木）
〃
※7月のその他の行事 ※※
14日
（土） 社会を明るくする運動歩行パレード
次の例会日

メーク実績
・6/12 大美賀勤、新井 聡
（伊勢崎南）

7月5日
（木）

2. ニコニコＢＯＸ委員会：三井委員
		
累計 471,000円
・大竹昌樹さんには、本日も宜しくお願い致します。
・久保 勲さんには、誕生日プレゼントありがと
うございます。いよいよ後期高齢者になります。
・稲田和昭さんには、誕生日遅くなりました。

会長所信発表
各御祝・
「R の友」
紹介
※ 次週、6月28日
（木）
は
定款第8条第1節により休会となります。
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