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幹事就任のご挨拶
　　　　　　　　　　　 幹事　服部　忠夫
　2020-21年度　幹事を仰せつかりました服部です。
藤田会長のもと伊勢崎中央ロータリークラブのため、微力
ながら精一杯務めさせて頂きます。
　昨年度に発生した新型コロナウィルスの影響で今年度
も思うようなクラブ運営ができないとは存じますが、藤田
会長の基本方針に基づき新会員のサポートや退会防止
に努め、少しでも楽しい会が開けるよう頑張る所存でご
ざいます。
　最後になりますが、事務局並びに会員皆様のご協力を
お願いして就任の挨拶とさせて頂きます。

会長就任のご挨拶
　　　　　　　　　　　 会長　藤田　政幸
　今年度のRI会長：ホルガー・クナーク氏は「ロータリー
は機会の扉を開く」をテーマとしてロータリーに入会する
ことは無限の機会の招待ですと述べております。

第2840地区 山田邦子ガバナーは地区のスローガンとして
奉仕の喜び　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ ｔｏ Ｓｅｒｖｅ「より多く奉仕して、
より多くの喜びを皆さんと分かち合いましょう」と発信しま
した。

ＲＩ会長・地区ガバナーの方針のもとに当クラブでは
　①新会員へのサポート
　②環境保全を重点分野に取り組む
　③クラブ長期戦略会議の開催（ＲＩでは年1回の開催を
　　示唆）
　④青少年交換・米山奨学生への支援

数値目標
　①会員増強　　　　　  3名
　②ロータリー財団に　　  1人　150ドル以上
　③ポリオプラス基金に　   1人     30ドル以上
　④米山奨学会に　　　  1人　16,000円以上
　⑤例会出席率　自クラブ出席　  80％以上

以上のかたちを目標に掲げました。
前年度後半は新型コロナウイルスの影響で、平常の例会
やロータリー活動が軒並み中止となりました。新年度に
あたり、まだ余波の続くなかでのスタートとなりますが、会員
の皆様と一丸となり皆様方が有意義な一年となるよう
努力したいと考えております、どうぞ一年間宜しくお願い
申し上げます。

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／新井　聡・松本直子・辻　憲治・金井敦史
ホームページ／isesaki-chuorc.com
メールアドレス／isesaki-chuo@rid2840.jp

ロータリーは機会の扉を開く



第2098回例会報告（6月18日）
◇ 点鐘
◇ 来訪者
 　（米山奨学生）ドティカン リンさん
◇ 会長報告
　本日はいよいよ最終例会となりました。この1年を振り
　返ってみますと、途中までは良かったのですが、2月
　からは、コロナの被害にあい、皆さんもかつてない大
　変な思いをされている状況かと思います。このコロナ
　の影響を受けて相当な退会者が出るのではと心配
　をしておりましたが、そうならずに今年度を終了できま
　すのも皆様のお陰であると感謝申し上げます。それ
　から15日に森田ガバナーより電話をいただき、この1年
　間の話をいろいろしました。そのなかで、コロナの関係
　でいろいろ行事が出来なかったことで、「地区協議会」
　の内容をユーチューブで動画配信を行っているとの
　ことでした。

　私も観ましたが5つの部門に分かれ、とても中身の濃
　い内容になっております。パソコン、スマホ等で見られ
　ますので是非、ご覧下さい。
　それから森田ガバナーより、1年間のお礼を皆さんと
　実際にお会いして申し上げたいところですが、このよ
　うな状況で残念ながら、かないませんのでくれぐれも
　伊勢崎中央ロータリークラブの皆さんに感謝の意を
　伝えてほしいとのことでした。
　まだまだ、大変な状況ではありますが、引き続き皆さん
　といっしょに、この伊勢崎中央ロータリークラブで頑張
　っていきたいと思っております。皆さんには、1年間大
　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
　臨時理事会報告
　先日、理事会で入会が承認されておりました根岸さん
　が、なかなか例会への出席が難しいということで、同じ
　会社の堀川嘉弘さんに名義を変えるということで、
　臨時理事会で承認をいただきました。

◇ 委員会報告
１.出席委員会：髙橋大之委員長
　  6/18 当日の出席率（出席免除会員14名）

　  2/27 修正出席率（出席免除会員2名）

２.ニコニコBOX委員会：小田委員
　　　　　　　　   　　  累計　395,000円
・松原　香さんには、１年間お世話になりました。
・藤田政幸さんには、最終例会ということで会長、幹
　事さん、おつかれ様でした。
・雨宮昭一さんには、誕生日のお祝いありがとうござ
　いました。3月4日で79才になりました。
・塚越郁夫さんには、誕生日のお祝いありがとうござ
　いました。今月で54才になります。最近は野球をする
　にも体がキツイです！
・牛久保拓さんには、5月誕生日でした。シューちゃん
　ありがとう。

全会員数 出席者 欠席者 出席率
100名 63名 23名 74.12%

全会員数 出席者 欠席者 出席率
94名 71名 21名 77.17%

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　　　23年　　　金田一英孝
　創立記念日　久保文孝　　　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
　　　　　　　久保さおり　　藤田恵美子
　　　　　　　松本富子　　　清水久江
　結婚祝い　　須田捺音子　　園部泰士
　　　　　　　石原秀樹　　　束田大元
　　　　　　　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
・「Ｒの友」紹介

会　長 泉　　哲 雄



新入会員紹介

※※7月度例会予定※※
　  9日（木）　休会
　16日（木）　2019-20年度決算報告
　　　　　   各委員長挨拶・所信発表
　23日（木）　休会
　30日（木）　各委員長挨拶・所信発表

・髙橋大之さんには、誕生日プレゼントありがとうござ
　いました。
・新井洋介さんには、会員増強退会防止に1年間
　ご協力いただきありがとうございました。皆様のおかげ
　で年当初の目標達成できました。
・松永文彦さんには、1年間ありがとうございました。
・児島清文（親睦委員長）さんには、皆さん、1年
　間大変お世話になりました。下期はコロナの影響で
　思うような活動ができませんでしたが、良い経験をさせ
　ていただきました。また、親睦委員会の皆さん、1年間
　ご協力ありがとうございました。
・髙木　均さんには、休会時の分も含めて協力させ
　ていただきます。
・髙橋淳子さんには、誕生日ありがとうございました。
　来期もよろしくお願いします。

○プログラム
・新入会員紹介　須田捺音子さん、髙橋あゆみさん
・米山カウンセラー委嘱状授与　浅野香奈さん
・米山奨学生奨学金授与
　　自己紹介　ドティカン リンさん
・クラブ細則・定款変更に伴う細則改定決議
・会長・幹事引継ぎ
　　会長・幹事バッジ交換、記念品授与
　　退任挨拶　　第45代会長　　松原　香
　　　　〃　　　 第45代幹事　　上柿敬一
　　就任挨拶　　第46代会長　　藤田政幸
　　　　〃　　　 第46代幹事　　服部忠夫　　

2020-21年度上期年会費について
口座振替日は、7月15日（水）となります。
お振込みの方は、7月17日（金）迄に納入を
お願い致します。

次の例会日
7月16日（木）

２０１９－２０年度決算報告
各委員長挨拶・所信発表

※次週7月9日（木）は休会です。

▼

新旧会長

新旧幹事 ▼

氏　名　　　須田 捺音子さん（6月18日入会）
　　　　　　（昭和35年2月15日生）
事業所　　　㈱須田技術サービス　取締役

　　　　　　花事業部　Fleur・Pieces
　　　　　　伊勢崎市宗高町4番地
Ｔ Ｅ Ｌ　　　0270-40-5535
Ｆ Ａ Ｘ　　　0270-40-5536
自　宅　　　伊勢崎市宗高町4番地
所属委員会　雑誌委員会

すだ    なおこ

氏　名　　　髙橋 あゆみさん（6月18日入会）
　　　　　　（昭和55年4月3日生）
事業所　　　㈲やおけん
　　　　　　伊勢崎市宮前町126
Ｔ Ｅ Ｌ　　　0270-23-4659
Ｆ Ａ Ｘ　　　0270-21-3003
自　宅　　　伊勢崎市豊城町2629-1
所属委員会　雑誌委員会

たかはし

フルール　ピーシーズ



２０２０～２０２１年度委員会名簿

〈役員〉
　　　会　長　　 藤田政幸

　会長エレクト 　小野岳彦

　　　副会長　　 牛久保拓

　　　幹　事　　 服部忠夫

　　　副幹事　　 猪俣素芳

　　　会　計　　 三井秀之

　　 直前会長 　 松原　香

　　　S A A 　　　中島省三

〈理事〉
　　　理　事　　　会員増強退会防止　 塩屋新一

　　　理　事　　　クラブ研修リーダー　池田　博

　　　理　事　　　職業奉仕　　　　小久保剛利

　　　理　事　　　社会奉仕　　　　髙野佳数

　　　理　事　　　青少年奉仕　　　石原慎二

　　　理　事　　　親　睦　　　　　都丸真査瑠

　　　理　事　　　ロータリー財団　　髙木　均

SAA 中島省三
大木　学

児島清文

細井一樹　矢内敏博　澁澤克也
小保方英雄　石原秀樹　大田英司
荻原　潔　白川昌紀　坂庭昌幸
阿部典生

委員会部　門

クラブ管理運営

リーダー

（泉　哲雄）

会員増強

リーダー

（山崎泰男）

公共イメージ
リーダー

（船田　正）
R財団・米山
リーダー

（久保田金次）

奉仕プロジェクト

リーダー

（吉田雅志）

委員長

クラブ研修リーダー 池田　博

副委員長 委　　員

会員増強退会防止 塩屋新一 髙木　謙 桑原　勝　小林正弘

職業分類 石井宣義 根岸徹郎 雨宮昭一

会員選考 金子克次 北原康男 松原　香

ロータリー情報 金井利明 上柿敬一 大竹昌樹

広報・ＩＴ 松本利宏 山谷良一 岡村皓司　髙橋淳子

職業奉仕 小久保剛利 大平雄伸 清水秋夫　原　和隆

社会奉仕 髙野佳数 六本木裕 橋本　力

国際奉仕 栗原智久 阿久津順一 小野里洋平

青少年奉仕 石原慎二 新井洋介

池田　博

加賀谷富士子　園部泰士

金井利明　上柿敬一　大竹昌樹　藤田政幸　服部忠夫
小野岳彦　猪俣素芳

クラブ奉仕 塚越郁夫 大和祥晃 羽鳥基宏　金田一英孝

出　　席 新井孝也 赤堀哲也 北原由美子　宮田典洋

辻　憲治　金井敦史

大美賀勤　滝川勝賢　髙橋大之
大橋祐介　岡田　浚　束田大元
菊地章博　久保文孝　青山信夫
堀川嘉弘

須田捺音子　髙橋あゆみ

井上芳之　小林晃司

長岡克育　小田澄江

中嶋創史　根岸孝行

菅家世誉　武井秀泰

クラブ会報 新井　聡 松本直子

親　　睦 都丸真査瑠 長谷川修志

雑　　誌 髙野こずえ 浅野香奈

プログラム 木暮　晃 田島義文

ニコニコＢＯＸ 金井勇太 松永文彦

ロータリー財団 髙木　均 櫻井保志

米山奨学 堀川寛人 高沢克治

名誉会員

クラブ戦略計画委員会

田村直之 星野　昭


