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　けすることと致しました。こちらは大和職業奉仕委員
　長を中心に取りまとめて戴く予定です。ご協力戴きま
　すようお願い致します。
・7月、8月度の例会予定承認。
②7月度のロータリーレート　1ドル 108円
③本日、社会を明るくする運動推進大会が開催されま 
　す。現在、橋本社会奉仕委員長他2名の委員の方が
　会場に向かっております。
　例年ですと七夕で歩行パレードを行っていますが、
　今年度より暑さ対策ということもあり講演会となってお
　ります。
④6/21、5ＲＣ新旧会長・幹事会が開催されました。
⑤各委員長・趣味の会代表の方で基本方針の提出が
　まだの方がいらっしゃいます。締切は6/30でしたので、
　至急提出をお願い致します。
⑥年会費口座引き落としは7月16日となっておりますので
　御準備をお願い致します。
　まだ口座引き落としの手続きが終っていない方は7月
　25日迄に振込みをお願い致します。
⑦本日回覧のガバナー月信7月号、新入会員紹介欄に
　大田英司さんが紹介されておりますので是非ご欄下
　さい。
⑧6/20最終例会に元米山奨学生のアディ君がお土産
　で持ってきてくれたお菓子が例会場後ろにありますの
　で皆さん召し上がって下さい。
◇ 委員会報告
１.出席委員会：髙橋大之副委員長
　  当日の出席率（出席免除会員3名）

　  6/13 修正出席率（出席免除会員3名）

第2066回例会報告（7月4日）
◇ 点鐘
◇ ロータリーソング
　 「君が代」「奉仕の理想」
◇ 会長報告
　会長就任挨拶
　ウィークリーに掲載がありますように今年度新しいこと、
　クラブイノベーション、改革の実践を進めてまいりたい
　と考えております。どうぞ宜しくお願い致します。
◇ 幹事報告
①幹事就任挨拶
②理事会報告
・2018-19年度決算報告が承認されました。
・退会承認について
　古賀義朗さん、荒井孝宣さん（6月末）
　千吉良勝美さん（7/4）
・久保　勲さん出席免除会員の承認。
・クラブ戦略計画策定委員会メンバーについて
　8名の方が承認されました。この8名の方を中心にクラ
　ブ長期戦略計画を作成して参ります。
・出席委員会主催による夜間集会について
　2ヶ月に一度程度出席委員会主催で夜間集会の勉
　強会を開催致します。詳細は後程、出席委員会より
　ご連絡。是非多くの会員の皆さんのメイクでの出席を
　お願い致します。
・各種寄付・協賛金について、例年通りということで承
　認されました。
・伊勢崎興陽高校就職面接講習会の講師依頼につ 
　いて。9月に約10名程度、就職面接の講師をお引き受

R.I.加盟承認

2019-2020
R.I.会長

本日のプログラム
2018-19年度決算報告

各委員長挨拶・所信発表

全会員数 出席者 欠席者 出席率
84名 67名 14名 82.72%

全会員数 出席者 欠席者 出席率
86名 67名 16名 80.72%

例会場に来られたら、必ず出席簿に印を
押して下さい。



２.ニコニコBOX委員会：山谷委員長
　　　　　　　　   　　　累計　24,000円
・松原　香さんには、新年度、皆様の御協力を重ね 
　てお願い致します。

・上柿敬一さんには、一年間よろしくお願い致します。
・北原康男さんには、おかげ様で17年皆勤できまし
　た。又森田年度が始まりました。宜しくお願い致します。

・羽鳥基宏さんには、26年皆勤出来ました。
・藤田政幸さんには、本日より松原・上柿年度のスタ
　ートですネ。応援します。

・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。

・大木　学さんには、49歳になりました。時が経つの
　は早いです。

・田島義文さんには、二水会参加の皆様、大変お世
　話になりました。

・服部忠夫さんには、9年皆勤できました。これからも
　頑張ります。

・髙木　均さんには、19-20年度もよろしくお願いしま
　す。

・小久保剛利さんには、56歳になりました。四捨五入
　すると…そんなことで今後ともよろしくお願い致します。

・髙橋淳子さんには、皆勤4年出来ました。先輩方の
　ご指導のお陰です。今後もよろしくお願い申し上げ

　ます。

・廣村孝之さんには、今月誕生日を迎えます。今後と
　も宜しくお願い致します。

・松本直子さんには、今月誕生日です。歳はとりなく
　ないですが、誕生日はいつになってもうれしいです。

・山谷良一さんには、新年度よりニコＢＯＸ委員会に
　所属します。よろしくお願いします。

３.親睦委員会：児島委員長
　納涼例会について
　　8月22日（木）18時～
　　バー&グリル チェント（前橋市下小出町）
　　詳細は後日ご案内させて戴きます。

○プログラム
・各御祝
・「Rの友」7月号紹介：澁澤委員長
・地区役員・委員委嘱状授与
　北原康男さん
　（第2分区Ｂガバナー補佐
　　審議会立法法案検討委員会　委員
　　会員組織強化委員会　委員）
　髙橋淳子さん（女性ネットワーク委員会　副委員長）
　高沢克治さん（米山記念奨学委員会　副委員長）
　児島清文さん（国際大会推進委員会
　　　　　　　　　　　　オンツー・ハワイ　委員）
　角田 修さん（年次報告書作成委員会　委員）

各地のクラブ連絡
（1）IM報告書　　　　　　　　　… 群馬境RC
（2）「60年のあゆみ」　　　　　　 … 沼田RC
（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

①ニコＢＯＸ委員会のテーブルをわかるように
　しておきますので、ご投入の際は事務局では
　なく、直接ニコＢＯＸ委員会へお持ち下さい。
②昨年同様、誕生月にはお一人2,000円以上
　のご投入をお願い致します。

今年度ニコＢＯＸへのご投入について



※※8月度その他の行事※※
　24日（土）　地区R財団セミナー
　31日（土）　群馬県RC野球大会開会式

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
　第4回二水会ゴルフコンペ報告

6月27日（木） 甘楽カントリー　20名参加
優勝　　澁澤克也さん out41 in35 grs76 net72.4
準優勝　雨宮靖男さん out41 in41 grs82 net72.8
第3位　 松原　香さん out49 in44 grs93 net73.8
当日台風が心配されましたが、過ごしやすい天候でプレ
イできました。又懇親会では澁澤さんのホールインワン達
成の御祝を行いました。
特別ゲスト参加　伊勢崎東RC　雨宮さん、赤堀さん、
ご参加の皆様、大変お疲れ様でした。
船田さんが撮って下さった写真が例会場うしろに掲示
してあります。

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

※※8月度例会予定※※
　 1日（木）　各御祝・「Rの友」紹介
　 8日（木）　卓話　新井　聡さん
　　　　　　　「メイクに行って感じること」
　15日（木）　休会
　22日（木）　納涼夜間例会　18時点鐘
　　　　　　グリル&バー　チェント
　29日（木）　卓話　大平雄伸さん
　　　　　　　「クレインサンダーズについて」

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18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



プログラム予定表　　　　 2019～2020　（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 4

11

18

25

親睦・雑誌 7/4  社会を明るくする運動推進大会

9月

基本的教
育と識字率
向上月間

5

12

19

26

親睦・雑誌

8/31  群馬県ＲＣ野球大会開会式

11/16  群馬県ＲＣ野球大会閉会式

9/22  ＲＬＩｾﾐﾅ Ⅰー

9/29  地区米山研修セミナー

9/7  第1回新会員セミナー

3RC交流会

10/14   地区大会記念ゴルフ大会

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

3

10

17

24

親睦・雑誌

10/27  地区大会

10/20 ＲＬＩｾﾐﾅ Ⅱー

10/4～6  ｸﾞﾚﾝ＆千杯野球大会（新湊）
10/6  地区指導者育成ｾﾐﾅｰ

10/26  地区指導者育成ｾﾐﾅｰ

各種お祝い・「Ｒの友」紹介　　　　　理事会

森田高史ガバナー公式訪問

12月

疾病予防と
治療月間

5

12

19

26

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

1

8

15

22

29

親睦・雑誌

親睦 8/24  地区R財団ｾﾐﾅ ・ー地区女子会

各種お祝い・「Ｒの友」紹介　　　　　理事会

10/27 地区大会へ振替

1 1月

Ｒ財団月間

31

7

14

21

28

親睦・雑誌 11/9  R財団補助金ｾﾐﾅｰ

11/24 ＲＬＩｾﾐﾅｰⅢ

家庭集会

歴代会長・幹事会

10/19～20 ＲＹＬＡ研修会

指名委員会発足


