
R.I.加盟承認 会長●北原 康男●1975年3月13日 幹事●金井 利明

2018年7月12日（第1952号）

2018-2019 ロータリー：変化をもたらす
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インスピレーションになろう

例　　会　　場／ニューいづみ　TEL25-6633 例会日／毎木曜日 PM12:10
事務局／栁澤美樹
事務所／ニューいづみ内　TEL20-6000・FAX20-6001

クラブ会報委員／石原慎二・小保方英雄・廣村孝之
ホームページ／isesaki-chuorc.com
メールアドレス／isesaki-chuo@rid2840.jp

・7月中の例会に第2分区（Ｂ）合同ガバナー公式
　訪問前に原　邦昭ガバナー補佐の事前訪問を予
　定しています。日程は決定次第ご連絡させて戴
　きます。
・第３週、8/16（木）例会は休会となります。
・8/23（木）納涼夜間例会となり、昼間の例会は
　ございません。詳細は塩屋親睦委員長より。
・本年度も昨年度同様に誕生日を迎えられた方は
　もれなくニコBOXへ2,000円ではなく2,000円
　以上のご投入を宜しくお願い致します。
③2840地区関係
・地区補助金の審査結果が宮内ガバナー事務所よ
　り届いています。詳細は新井 聡R財団委員長
　よりご報告致します。
・田中ガバナー事務局より任期満了のお礼状が届
　いております。例会場うしろに掲示させて戴き
　ます。
④その他
・7月のロータリーレートは 1ドル 110円。
・各委員長・趣味の会会長の方で今年度方針の未
　提出の方は至急事務局まで提出をお願い致しま
　す。

第2023回例会報告（7月5日）
◇ 点鐘
◇ ロータリーソング
　 「君が代」「奉仕の理想」

◇ 会長報告
①会長就任挨拶
②理事会報告
・2017-18年度決算報告承認。
・2018-19年度予算についても承認を戴きました。
・各種寄付・協賛金、メークの取り扱いにつきま
　しても例年通りということで承認されました。
・先月退会となりました今井誠伍さんと田村直之
　さんについて、チャーターメンバーとしてクラ
　ブに貢献されたことなどもあり、新たに名誉会
　員として在籍して戴くことで承認されました。
・7月、8月の例会行事についても承認。
　その他詳細につきましては幹事よりご連絡さ
　せて戴きます。

◇ 幹事報告
①幹事就任挨拶
②理事会報告
・7/14（土）社会を明るくする運動歩行パレード
　詳細は後程新井孝也社会奉仕委員長より。奮っ
　てご参加下さい。
・次週より各委員長挨拶並びに所信発表がありま
　すので各委員長の皆さんにはご準備をお願い
　致します。

本日のプログラム

各委員長挨拶・所信発表



・大木 学さんには、48歳になりますが何事にも
　がんばります。新井委員長頑張って下さい。

・塩屋新一さんには、親睦委員会！今年もガンバ
　リます！今年１年よろしくお願いします。

・高沢克治さんには、60才です。
・小久保剛利さんには、55才になりました。今
　後ともよろしくお願い致します。

・髙橋淳子さんには、3年経ちました。沢山の事を
　先輩方に学ばせて頂き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。

・新井洋介さんには、本年度ニコニコBOXへの
　善意のご投入をお待ちしております。

３.社会奉仕委員会：新井孝也委員長
　7月14日（土）午後2時～社会を明るくする運動
　歩行パレードが開催されます。パレードは北小
　から本町二区会議所迄。13時30分頃から大竹園
　さんに集合になります。参加出来る方がいらっしゃ
　いましたら、新井までお願いします。

４.Ｒ財団委員会：新井 聡委員長
　今年度Ｒ財団補助金審査結果について
　申請事業として伊勢崎ジュニアオーケストラに 
　楽器の寄贈を予定しています。
　総額534,708円を申請しておりましたが、支給
　決定金額は226,160円、よってクラブ負担額は
　308,548円となります。

○プログラム
・地区委員委嘱状授与　
　　服部忠夫さん（青少年交換委員会 副委員長）
　　髙橋淳子さん（女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会　委員）
　　高沢克治さん（米山記念奨学委員会　委員）
　　松永文彦さん（職業奉仕委員会　委員）
・2017-18年度決算報告
　：2017-18年度幹事　大竹昌樹さん
・各御祝

◇　委員会報告

１.出席委員会：浅野委員長
　当日の出席率（出席免除会員2名）

２.ニコニコBOX委員会：新井洋介委員長
　　　　　　　　   　　　　　　累計　28,000円

・北原康男さんには、新年度が始まりました。
　会長職1年間よろしくお願い致します。

・金井利明さんには、本日より幹事を務めさせて 
　いただきます。よろしくお願い致します。 

・北原康男さんには、おかげ様で16年皆勤でき
　ました。

・金井利明さんには、誕生日プレゼントありがと
　うございます。

・池田 博さんには、皆勤賞15年、お世話になり 
　ました。

・松原 香さんには、北原・金井年度の船出を祝
　して！「頑張って下さい」。

・松原 香さんには、先週の二水会ゴルフコンペ
　ではハンディキャップとサムに恵まれて運良く
　優勝させていただきありがとうございました。
　又新年度も引続き田島会長、松本幹事にはお世
　話になりますが宜しくお願い致します。

・大美賀勤さんには、さよなら例会のバンド演奏
　に沢山のご声援をありがとうございました。
　尚、ニコBOXも宜しくお願いします。

・田島義文さんには、二水会参加の皆様、暑い中
　お世話になりました。次回もよろしくお願いし
　ます。

・髙橋大之さんには、3年皆勤できました。あり 
　がとうございました。

・滝川勝賢さんには、誕生日のお祝いありがとう
　ございます。今年度もがんばります。

   

会員数 出席者 欠席者 主席率
85名 66名 17名 79.52%



　（伊勢崎東）・7月16日（月）
　　　　　　　海の日の為、休会
　　　　　　 ・7月30日（月）
　　　　　　　納涼例会
　　　　　　　　PM6：30点鐘
　　　　　　　  於：プリオパレス

※※7月度例会予定※※
　26日（木）　各委員長挨拶・所信発表
　　　　　　原 ガバナー補佐事前訪問

※※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
　29日（日）　青少年交換長期派遣学生壮行会

※※8月度例会予定※※
　 2日（木）　各御祝：「Ｒの友」紹介
　 9日（木）　卓話　小久保会員増強委員長
　16日（木）　休会
　23日（木）　納涼夜間例会
　30日（木）　卓話　新入会員

※※8月度その他の予定※※
　18日（日）　地区Ｒ財団セミナー

近隣クラブ例会場・例会時間

○趣味の会
・二水会：田島義文さん
　6月27日二水会ゴルフコンペ報告

6月28日 玉村ゴルフ場、表彰式会場 ゆずや
優勝 　　松原　香  out43 in45 grs88 net72.4
準優勝 　矢内敬博  out48 in46 grs94 net72.4
ベスグロ 　雨宮昭一  out41 in41 grs82 net

夏日の暑い1日でしたが、みなさん元気にプレイす
ることができて良かったと思います。
また懇親会には3名のオブザーバーの方にご参加
頂き、盛大に表彰式を行うことができました。
ご参加の皆様、大変お疲れ様でした。

各地のクラブ連絡
（1）平成30年度賛助会費納入について
　　　　　　　　　　　…伊勢崎ユネスコ協会
（2）伊勢崎市緑化推進委員会会費納入について
　　　　　　　　　…伊勢崎市緑化推進委員会
（3）伊勢崎市観光物産協会会費納入について
　 伊勢崎市観光物産だより他
　　　　　　　　　　…伊勢崎市観光物産協会
（4）地区大会のご案内　　…宮内ガバナー事務所
（5）例会変更
　（伊勢崎南）・7月24日（火）
　　　　　　　 新会員歓迎会＆納涼夜間例会
　　　　　　　　PM6：30点鐘
　　　　　　　　於：プラザ・アリア
　　　　　　 ・7月31日（火）
　　　　　　　 休会

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19日（木）
各委員長挨拶及び所信発表

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

出欠確認
回覧中



プログラム予定表　　　　 2018～2019　（7月～12月）

会長・幹事挨拶　・　所信発表
各種お祝い・「Rの友」紹介　　　　　理事会

ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ（各委員長挨拶・所信発表）

ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ（各委員長挨拶・所信発表）

ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ（各委員長挨拶・所信発表）

例　会　日 担当委員会 プ　ロ　グ　ラ　ム　概　要 そ　の　他　の　行　事

7月 5

12

19

26

親睦・雑誌

7/14  社会を明るくする運動歩行ﾊﾟﾚｰﾄﾞ

9月

基本的教
育と識字率
向上月間

6

13

20

27

親睦・雑誌

9/15  群馬県ＲＣ野球大会

9/16  ＲＬＩｾﾐﾅ Ⅰー

9/30  米山研修セミナー

9/9   地区大会ゴルフコンペ

各種お祝い・「Ｒの友」紹介　　　　　理事会

各種お祝い・「Ｒの友」紹介　　　　　理事会

１０月

経済と
地域社会の
発展月間
米山月間

4

11

18

25

親睦・雑誌

10/7  地区大会

10/28 ＲＬＩｾﾐﾅ Ⅱー

10/26～28
ｸﾞﾚﾝ＆千杯ﾛｰﾀﾘｰ選抜野球大会

10/6  地区指導者育成ｾﾐﾅｰ各種お祝い・「Ｒの友」紹介　　　　　理事会

宮内敦夫ガバナー公式訪問

12月

疾病予防と
治療月間

6

13

20

27

親睦・雑誌

親睦

各種お祝い・「Ｒの友」紹介・年次総会  理事会

第8条第1節（C）　休　会

納涼夜間例会

第8条第1節（C）　休　会

クリスマス夜間例会

8月

会員増強・
新クラブ
結成推進
月間

2

9

16

23

30

親睦・雑誌

親睦

8/18  地区R財団ｾﾐﾅｰ

各種お祝い・「Ｒの友」紹介　　　　　理事会1 1月

Ｒ財団月間

1

8

15

22

29

親睦・雑誌

11/10 R財団補助金ｾﾐﾅｰ

11/25 ＲＬＩｾﾐﾅｰⅢ

歴代会長・幹事会

11/3～4 ＲＹＬＡ研修会

指名委員会発足


