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幹事就任のご挨拶
　　　　　　　　　　　 幹事　上柿　敬一
　2019-2020年度の幹事を務めます、上柿です。一年
間どうぞよろしくお願い致します。

　松原会長の会長方針に基づき活動をサポートし、数
値目標を達成出来るよう会員の皆様と共に努力をした
いと思います。本年度は45周年、5RC幹事クラブ、IM
担当などの行事が多くございますが、楽しく活動出来
ればと思っています。
また例会運営につきましては厳粛な雰囲気の中にも
楽しさのある運営を行い、出席率の向上に貢献した
いと考えています。

　結び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　松原　香
　今年度のマーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長は
「ロータリーは世界をつなぐ」のテーマの下、ロータリーの
奉仕を通じて、有能で思慮深く寛大な人々が手を取り合
い、行動を起こすためのつながりを築いてまいりましょうと
掲げました。

　第2840地区の森田高史ガバナーは「クラブのあり方を
変えることがロータリーの未来を開く」2019～2020年度
地区テーマを「クラブイノベーション」―クラブの将来像を
明確にし、クラブ改革を実践しようと、発進しました。

これらの方針のもとに当クラブでは
①  会員増強計画、研修計画を作成し実行する。
②  伝統を重んじ、且つ 改新を恐れず大胆に挑戦する。
③  クラブの成長を目指し、会員1人1人が成長する。
④  積極的な参加によるクラブの活性化とロータリーの
　  魅力を探す。
⑤  「奉仕団体」である事の再認識
⑥  全会員が100％寄付達成

数値目標
１．会員増15人　　　　年度末100人会員数にする
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　　　　 90％以上

以上のような目標を掲げました。
今年度伊勢崎中央ロータリークラブは創立45周年を迎え
ます。諸先輩方の築かれた永いクラブの伝統を重んじ
つつ、次の50周年、そしてその先を見据えて「クラブイノ
ベーション」、改革の実践を会員皆さんのご協力のもと
進めて参りたいと存じます。１年間どうぞ宜しくお願い
致します。

R.I.加盟承認

2019-2020
R.I.会長



第2067回例会報告（6月20日）
◇ 点鐘
◇ 来訪者
 　（元米山奨学生）アディカリ ニランザンさん
 　（米山奨学生）タパ、 ナル バハドゥル君
 　（青少年交換学生）ｼﾞｪｰﾑｽﾞ ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｴﾃﾞﾝ君
◇ ロータリーソング
　「それでこそロータリー」
◇ 会長報告
①本日はいよいよ最終例会となりました。１年間、皆様に
　は大変お世話になりました。ありがとうございました。
◇ 幹事報告
①6/16、2018-19年度「青少年交換長期受入れ学生
　歓送会」ＨＦの田谷野家、浅野家、大木青少年奉
　仕委員長、栗原カウンセラー、金井出席。

②6/21、「5ＲＣ新旧会長・幹事会」北原会長、松原 
　会長エレクト、上柿副幹事、金井出席。
③6/22、「会員増強セミナー」北原ガバナー補佐、次
　年度松原会長、上柿幹事、新井洋介会員増強退会
　防止委員長出席。
◇ 委員会報告
１.出席委員会：金田一副委員長
　  6/20 当日の出席率（出席免除会員3名・休会1名）

　  6/6 修正出席率（出席免除会員3名・休会1名）

２.ニコニコBOX委員会：大美賀委員
　　　　　　　　   　　累計　504,000円
・北原康男さんには、いよいよ最終例会です。１年間
　お世話になりました。
・金井利明さんには、会員の皆様、事務局の栁澤さ
　ん、１年間大変お世話になりました。
・山崎泰男さんには、歳はとりたくないもの。まだまだ
　75才です。
・久保　勲さんには、誕生祝ありがとうございました。
　次回の誕生日迄頑張りたいと思います。
・松原　香さんには、次年度は宜しくお願い申し上
　げます。
・大美賀勤さんには、バンド演奏を宜しくお願いしま
　す。チェリーブロッサム バンドマスター。
・松本利宏さんには、6/27二水会ゴルフコンペ宜し
　くお願いします。甘楽カントリー9時10分集合です。
・髙橋大之さんには、お誕生日のお祝いありがとうご
　ざいます。
・大和祥晃さんには、誕生日ありがとうございます。
・大橋祐介さんには、誕生日プレゼントありがとうござ
　いました。また１年よろしくお願い致します。
・菅家世誉さんには、無事に41歳になりました。ありが
　とうございます。
・堀川寛人さんには、お誕生祝いありがとうございま 
　す。今日は一生懸命歌います。

全会員数 出席者 欠席者 出席率
83名 83名 0名 100%

全会員数 出席者 欠席者 出席率
83名 71名 12名 85.54%

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　　　26年　　　羽鳥基宏
　　　 　　　　　 17年　　　北原康男
　　　 　　　　　 16年　　　池田　博
　　　 　　　　　　9年　　　服部忠夫
　　　 　　　　　　5年　　　都丸真査瑠
　創立記念日　久保　勲　　　石原慎二
　　　　　　　原　和隆　　　塩屋新一
　　　　　　　大田英司　　　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
　　　　　　　髙木　薫　　　桑原由美子
　　　　　　　藤田恵美子　　松本富子
　　　　　　　清水久江
　結婚祝い　　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
　　　　　　　松本直子　　　岡田　浚
　　　　　　　廣村孝之
・「Ｒの友」紹介



新入会員紹介

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 1ドル110円 → 108円（7月1日より） … ＲＩ
（2） 地区役員・委員委嘱状 　… 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27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） RYLA報告書　　　　　　　　　…高崎RC
（7） 館林東RC創立35周年記念小冊子…館林東RC
（8） 高崎北RC創立50周年記念誌　　…高崎北RC
（9） 「樫の木通信」…社会福祉法人樫の木

※※7月度例会予定※※
　11日（木）　各委員長挨拶・所信発表
　18日（木）　　　〃　　　
　25日（木）　　　〃　　　

※※7月度その他の行事※※
　 4日（木）　社会を明るくする運動推進大会

・千吉良勝美さんには、誕生祝遅くなり申し訳ありま
　せん。よろしくお願いします。
・原　和隆さんには、誕生祝ありがとうございます。
・細井一樹さんには、誕生祝ありがとうございます。
・SAA委員長 滝川勝賢さんには、会長、幹事、 
　１年間お疲れ様でした。SAAメンバーの皆さんあり
　がとうございました。
・親睦委員長 塩屋新一さんには、１年間大変お
　世話になりました。親睦委員会として何とか無事に出
　来たのか…わかりませんがありがとうございました。
　又親睦委員のメンバーに恵まれ助かりました。来年は
　児島委員長頑張って下さい！
・ロータリー財団委員会より、皆様のおかげで
　ロータリー財団寄付が過去最高の人数、寄付金額を
　達成しました。感謝、感謝です。
・ニコニコBOX委員長 新井洋介さんには、
　皆さん、こんばんは。本日は欠席させて戴いて申し訳
　ありません。１年間ニコニコＢＯＸ委員会にご協力戴き
　ありがとうございました。
○プログラム
・新入会員紹介・挨拶：阿久津順一さん
・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44代会長　　北原康男
　　　〃　　　 第44代幹事　　金井利明
　就任挨拶　　第45代会長　　松原　香
　　　〃　　　 第45代幹事　　上柿敬一
　懇親会開会
　開会挨拶　　北原康男会長
　乾杯　　　　金子直前会長
　　バンド演奏
　　元米山奨学生　アディ君紹介
　　趣味の会紹介
　手に手つないで
　〆の挨拶　　松原　香次年度会長　　 2019-20年度上期年会費

口座振替日は、7月16日（火）となります。
お振込みの方は、7月25日（木）迄に納入を
お願い致します。

次の例会日

7月11日（木）
各委員長挨拶・所信発表

新旧会長・幹事新旧会長・幹事

氏　名　　　阿久津順一さん（6月20日入会）
　　　　　　（昭和50年11月10日生）
事業所　　　㈱エースワン　代表取締役
　　　　　　伊勢崎市田部井町2丁目638-1
ＴＥＬ　0270-62-0068／ＦＡＸ　0270-63-1955
自　宅　　　前橋市富田町2710-11
所属委員会　SAA

あ　く　つ じゅんいち



２０１９～２０２０年度委員会名簿

〈役員〉
　　　会　長　　 松原　香

　会長エレクト 　藤田政幸

　　　副会長　　 小野岳彦

　　　幹　事　　 上柿敬一

　　　副幹事　　 服部忠夫

　　　会　計　　 三井秀之

　　 直前会長 　 北原康男

　　　S A A 　　　松永文彦

〈理事〉
　　　理　事　　　会員増強退会防止　 新井洋介

　　　理　事　　　出　席　　　　　久保　勲
　　　　　　　　クラブ研修リーダー

　　　理　事　　　職業奉仕　　　　大和祥晃

　　　理　事　　　社会奉仕　　　　橋本　力

　　　理　事　　　青少年奉仕　　　赤堀哲也

　　　理　事　　　親　睦　　　　　児島清文

　　　理　事　　　ロータリー財団　　中嶋創史

SAA 松永文彦
長谷川修志

大木　学

新井孝也　角田　修　金井勇太　髙木　謙

大田英司　原　和隆　細井一樹　金井敦史

松本直子　阿久津順一

委員会 委員長

クラブ研修リーダー 久保　勲

副委員長 委　　員

会員増強退会防止 新井洋介 山崎泰男 小林正弘　髙野こずえ

職業分類 岡村皓司 羽鳥基宏 小野岳彦

会員選考 桑原　勝 金子克次 北原康男

ﾛｰﾀﾘｰ情報 大竹昌樹 金井利明 藤田政幸

広報・ＩＴ 髙橋淳子 石原慎二 吉田雅志

職業奉仕 大和祥晃 辻　憲治 井上芳之

社会奉仕 橋本　力 髙野佳数 新井　聡

国際奉仕 池田　博 栗原智久 中島省三　久保田金次

青少年奉仕 赤堀哲也 塩屋新一 雨宮昭一

クラブ奉仕 猪俣素芳 石井宣義 田島義文

出　　席 久保　勲 髙橋大之 浅野香奈

大美賀 勤

泉　哲雄　岡田　浚　菅家世誉　小久保剛利

滝川勝賢　櫻井保志　松本利宏　堀川寛人

木暮　晃　石原秀樹　伊藤雄二

矢内敏博

清水秋夫　大橋祐介

古賀義朗　根岸徹郎

都丸真査瑠

船田　正

クラブ会報 小保方英雄 牛久保 拓

親　　睦 児島清文 塚越郁夫

雑　　誌 澁澤克也 加賀谷富士子

プログラム 大平雄伸 金田一英孝

ニコニコＢＯＸ 山谷良一 北原由美子

ロータリー財団 中嶋創史 髙木　均

米山奨学 高沢克治 廣村孝之

名誉会員 今井誠伍　　田村直之　　星野　昭


