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R.I.会長

新年のご挨拶
　　　　　　　　　　　 幹事　上柿　敬一
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年上半期はロータリー活動に際しまして、
会員の皆様には多大なるご理解ご協力を賜り
誠にありがとうございます。
　下半期も、45周年関係、5RC合同事業、IM等
の事業が多く残っていますが、会長方針に忠実
にクラブの円滑な運営を心掛け、当初の目標達
成のために頑張ってまいりますので、引き続き
のご支援をお願い申し上げ、新年のご挨拶とさ
せて頂きます。
　本年もどうぞよろしくお願い致します。

新年のご挨拶
　　　　　　　　　　　 会長　松原　香
　新年明けましておめでとうございます。
　旧年中は会員の皆様並びに事務局の栁澤さん
には特に一方ならぬお世話になり、心より感謝
申し上げます。
　年度当初に会費並びに3大寄付の一括自動引
き落としに全員が御協力いただきありがとうご
ざいました。
　又、会員増強退会防止委員長の新井洋介さん
と会員増強特別プロジェクトリーダーの山崎さん
の御協力にも重ねて感謝申し上げます。
　残り半年で何としても最重点目標であります
会員数100人超えを達成致したく会員皆様に重
ねてお願い申し上げます。
　年が明けると次年度に向けての活動が始まり
ますが、後半も数々の行事も予定されて居りま
す。その中でも4月12日のIMには実行委員長 
久保田さん、副実行委員長 金井利明さんを中心
に、クラブ全員の英知を集結してホストクラブ
としての大役を成功させたいと願っております
ので、重ねてご協力をお願い致します。
　今年度は元より5年後、10年後を見据えて、
我が伊勢崎中央ロータリークラブが元気で活気
の有るクラブであり続ける事を願って、新年の
ご挨拶とさせて頂きます。



◇ 幹事報告
①国際交流協会より映画のチケットが2枚届いており
　ます。御希望の方は事務局迄。希望者多数の場合
　は抽選とさせて戴きます。
②先程から会員の皆さんの顔写真を撮影しております。
　まだの方はお帰りの際にお願いします。
③45周年記念、親睦旅行、長寿を祝う会、新入会員
　歓迎会を兼ねて2月16日～17日、伊豆方面への旅行
　を計画しております。詳細にはついては後日。
◇SAA：松本直子委員
本日のお弁当の残りは12個です。
欠席される場合は事務局迄連絡をお願いします。
◇ 委員会報告
１.出席委員会：六本木委員
　 当日の出席率（出席免除会員2名）

　  11/28 修正出席率（出席免除会員2名）

★第３回夜間集会（１泊例会）のご案内★
　令和2年1月21日～22日　於：伊香保 玉樹
　本日より出欠確認回覧中、奮ってご参加下さい。
２.ニコニコＢＯＸ委員会：北原由美子副委員長
　　　　　　　　   　　累計　283,000円
・松原　香さんには、昨日の二水会及び野球部合同
　ゴルフコンペ参加戴きありがとうざいました。又田島会
　長、松本幹事さんには大変お世話になりました。追伸・
　金子さんには美味しいリンゴの差し入れありがとうご
　ざいました。
・根岸徹郎さんには、二水会・野球部の忘年会コン
　ペで優勝出来ました。「終り良ければ全て良し」感謝。
・池田　博さんには、誕生祝いありがとう。
・髙橋大之さんには、昨日の二水会ゴルフコンペ、天
　気良く楽しくプレー出来ました。
・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。次回は3月に予定しております。
・松本利宏さんには、昨日は最高の天気でしたね。
　次回も参加よろしくお願いします。

本日のプログラム
・新年互例会
・１月度各御祝（敬称略）
　皆　勤　賞　　３５年　泉　哲雄
　　　　　　　　　６年　矢内敏博
　　　　　　　　　４年　中島省三
　創立記念日　　雨宮昭一　　大和祥晃
　　　　　　　　根岸徹郎　　小保方英雄
　　　　　　　　新井洋介　　船田　正
　　　　　　　　宮田典洋
　配偶者誕生日　根岸幸子　　滝川由美　
　　　　　　　　金井恵子　　泉　厚子　
　　　　　　　　猪俣暁美
　結婚祝い　　　髙野佳数　　泉　哲雄
　　　　　　　　松永文彦　　児島清文
　会員誕生日　　髙木　均　　久保田金次
　　　　　　　　金子克次　　宮田典洋
　　　　      　　山崎泰男　　木暮　晃　
　　　　　　　　新井　聡
・「Ｒの友」紹介

第2089回例会報告（12月12日）
◇ 点鐘
◇ ロータリーソング
　「我等の生業」
◇ 来訪者
 　（米山奨学生）タパ、 ナル バハドゥル君
◇ 会長報告
　会員全員アンケートについて、89名の会員のうち64名
　の回答がありました。その中で〇で選択以外の質問
　についてご回答戴いたもののみまとめてみました。各
　テーブルに準備しましたのでご覧下さい。
　ゆっくりご覧になりたいという方には事務局でコピーも
　ご用意します。まさに今、やろうとしている件について
　何件かご紹介したいと思います。
・塚越さん…2世（親子）会費を安くする。
　今月の理事会で1企業、2人目からは会費半額と決定。
・長岡さん…会員の顔がわからないのでランダムに席を
　設定…全員の顔写真を撮影し例会で見て戴く様に
　する。本日、写真部による全員の顔写真撮影中。

会員数 出席者 欠席者 出席率
89名 65名 22名 74.71%

会員数 出席者 欠席者 出席率
89名 66名 21名 75.86%



第2090回例会報告（12月19日）
◇ 点鐘
◇ 来訪者
　　パスト会長　第18代会長　星野 昭さん
　　　　　　　　　　　　　 美知子さんご夫妻
　　　　　　　 第29代会長　古賀義朗さん
　　　　　　    第33代会長　小堀重明さん
　　新入会員　 久保文孝さん、青山信夫さん
　　　　　　　 宮田典洋さん
◇ 会長報告
　15日（日）Ｒ財団地区補助金事業で「伊勢崎市学童
　野球教室」を開催しました。中嶋創史Ｒ財団委員長に
　お骨おり戴き昨年から動いて戴いておりました。次の日
　の上毛新聞にも掲載されましたが、元ヤクルトの選手
　7名、小学生総勢265名が集まり開催されました。引き
　続きロータリーが地元の青少年と関わっていけるよう、
　来年度はバスケットをする子供達にクレインサンダーズ
　さんによるバスケット教室を開催しようと地区への申請
　で動いております。
　先日のアンケートで昨年幹事の金井利明さんからも年
　に1度、伊勢崎中央ＲＣ会員全員で何か事業が出来
　ればよいというような意見もありました。
　伊勢崎中央ＲＣの名前で引き続き地元に貢献したい
　と思っております、来年以降の事業にも是非皆さんご参
　加下さいますようお願い致します。
◇ 幹事報告
　本日お越しの青山さんの会社のご紹介パンフレットが
　各テーブルの上にありますのでお持ち下さい。
◇ 委員会報告
１.出席委員会：浅野副委員長
　 当日の出席率（出席免除会員3名）

　  12/5 修正出席率（出席免除会員2名）

　
　メーク実績
　・12/17　大田英司（北海道2500ロータリーEクラブ）

・高沢克治さんには、イルミネーションが始まりました。
　25日迄やっています。是非来て下さい。
・三井秀之さんには、誕生日です。1年間健康に過
　ごせたことに感謝。
・中嶋創史さんには、12/15地区補助金事業の野球
　教室です。皆さんご都合のつく方はよろしくお願いし
　ます。

３.親睦委員会：塚越委員
　次週12月19日のクリスマス例会の出欠について
　ご家族の分も含め、本日中にご記入をお願いします。
　当日はカジュアルな服装でOKです。 

４.R財団委員会：中嶋委員長
　地区補助金事業の学童野球教室が今週末15日（日）
　に開催されます。詳細スケジュールは後ろに掲示して
　ありますので少しでもお時間ある方はご参加をお願い
　致します。

○プログラム
・新入会員卓話
　阿久津順一さん・長岡克育さん・荻原 潔さん
・米山奨学生タパ君奨学金授与

○趣味の会
・二水会：松本利宏さん
　第2回二水会ゴルフコンペ報告

優　勝　　根岸徹郎さん　　 45　　42　　 87　  72.6
準優勝　　澁澤克也さん　　 41　　37　　 78　  73.2
第３位　　松原　香さん　　 40　　44　　 84　  74.4

out　　in　　 G　　 N

12/15 地区補助金事業 伊勢崎市学童野球教室

会員数 出席者 欠席者 出席率
87名 73名 14名 83.91%

会員数 出席者 欠席者 出席率
87名 68名 19名 78.16%



２.ニコニコＢＯＸ委員会
　　　　　　　　   　　累計　290,000円
・松原　香さんには、15日の学童野球教室には大
　勢の皆様に参加戴きありがとうございました。
　特に中嶋創史委員長を中心に服部副幹事には新
　聞社への手配等気配り戴き感謝申し上げます。
　追伸　メリークリスマス！ご家族皆様ようこそいらっ
　しゃいました。今夜は楽しんで下さい。
・山崎泰男さんには、メリークリスマス！
・辻　憲治さんには、孫３人、大きくなりました。
・塚越郁夫さんには、昨夜、華蔵寺イルミネーション
　に伊勢崎ボーイズの中学生と一緒に行ってきました。
　「高沢さん」のお蔭で楽しくお得に見られました。お礼
　をこめてニコＢＯＸへ投入致します。
・大竹昌樹さんには、今年もお世話になりました。
・中嶋創史さんには、15日の地区補助金事業野球
　教室では大変お世話になりました。盛大に開催する
　事ができました！ありがとうございました。

○プログラム
　クリスマス夜間例会　於：ニューいづみ
　18：00～　例会
　18：10～　開会の挨拶　　松原　香会長
　　　　　　乾杯　　　　　久保田金次さん
　　　　　　サンタクロースよりプレゼント
　　　　　　ゲーム
　　　　　　手に手つないで
　　　　　　閉会の挨拶　　北原康男直前会長

各地のクラブ連絡
（1）1月度ロータリーレートの変更のお知らせ
　　　1ドル108円 → 110円　
（2）例会変更
　（伊勢崎東）・1月20日（月）新年例会
　　　　　　　　18：30点鐘
　（伊勢崎南）・1月28日（火）休会

※※1月度の例会予定※※
　16日（木）　上半期会計報告
　　　　　　上半期活動報告及び下期活動方針発表
　23日（木）　上半期活動報告及び下期活動方針発表
　30日（木）　休会

※※1月以降その他の予定※※
　10日（金）　伊勢崎青年会議所新春祝賀会
　18日（土）　天啓園新年会
　21～22日　伊香保一泊夜間集会
　28日（火）　伊勢崎ユネスコ協会新春祝賀会
　2月16日～17日　45周年記念親睦旅行

次の例会日
1月16日（木）

上半期会計報告

各担当委員長
上半期活動報告及び下半期活動方針発表

〒372-0054 群馬県伊勢崎市柳原町42－6
　　　　　  TEL.0270－50ー0721

12/19 クリスマス夜間例会

２０１９－２０年度下期年会費について
口座振替日は１月１５日（水）となります。
お振込み・現金の方は、１月３０日（木）迄に
納入をお願い致します。
尚、お振込み・現金の方も口座振替への
変更をお願い致します。




