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ロータリーは機会の扉を開く

　環境保全…新しい生活スタイルでの例会を考えて
　いきたいと考えております。
　数値目標…ウィークリーに掲載がありますのでそちら
　をご覧下さい。
　その他、詳細はウィークリーをご覧下さい。
・理事会報告
　出席免除会員8名の承認。
　今回コロナウィルス関連での出席免除申請のあった
　方、8名が承認されました。
　赤堀哲也さん、石原秀樹さん、大平雄伸さん
　金田一英孝さん、桑原 勝さん、澁澤克也さん
　清水秋夫さん、辻 憲治さん
・森田ガバナーより、昨年度1年間の感謝の意を綴っ
　たお礼状が届いております。

◇ 幹事報告
①幹事就任挨拶
②理事会報告
・各種寄付・協賛金について、例年通りということで
　一括、承認されました。
・7月度例会予定について、隔週7/16、30ということ
　で承認。例会場についても200名定員の大きい部
　屋を用意。昼食については、持ち帰り用のお弁当を
　用意し、例会場での食事はなし。
・8月度の例会予定について、第１週8/6、第3週8/20、 
　第4週8/27、全て昼間の通常例会。
　例年開催の納涼夜間例会については、次期早 と々
　いうことで今年度は中止。
　8月度例会の出欠については、また7月末に全会員
　宛てにＦＡＸにて出欠確認を送付予定。
・例年から引き続き、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
　面接の講師依頼があり、お引き受けすることで承認。
・退会承認について
　伊藤雄二さん（6月末）。
　7/1現在、正会員100名、名誉会員2名。

第2099回例会報告（7月2日）
◇ 点鐘
◇ 会長報告
　会長就任挨拶
　昨年度よりのコロナウィルスの影響により、新年度も
　引き続き通常とは違うクラブ運営の形を取らざるを
　えませんが、少しでも早く通常の例会となるよう祈っ
　ております。
　今年度のＲＩ会長は、ドイツで不動産業を営んでお
　られる方です。また、今年度第2840地区ガバナーの
　山田邦子さんは、前橋で内科医院を経営されてお
　ります。詳細については本日配布の「地区会員必携」
　をご覧下さい。
　6/25に開催されました5ＲＣ新旧会長幹事会に山田
　ガバナーと岡部地区幹事お二人が異例の形で出席
　され、山田ガバナーの今年度の意向としては、ウェブ
　上での会合が主流となる旨をお話しされておりまし
　た。現在、ズームを使っての例会を行っております
　が、これはコロナが収束するまでは続けていきたい
　と考えております。
　会長方針として、まず重点をおきたいのが、
　新会員のサポート…昨年度、入会していただいた
　ものの、コロナの影響で例会が休会となり、6月より
　例会が再開されましたが、今月は隔週という形で
　例会を進めていく予定です。新入会員の方には
　一刻も早く会に慣れていただいて、卓話等もお願い
　したいと考えております。

本日のプログラム
「Rの友」紹介

2019-20年度決算報告
各委員長挨拶・所信発表



③7月度のロータリーレート　1ドル107円
④年会費上期口座引き落としは7月15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17日迄に振込みをお願い致します。
　今年度上期については、半額の5万円です。Ｒ財団、
　米山の寄付等については、前年と同様、年会費と
　一緒に口座振替、または振り込みとさせて頂きます。
　尚、Ｒ財団の寄付に関しては、7月のロータリーレート
　にて算出されておりますので、8月でレートが変わると
　納入金額が変更になる恐れがありますので、指定
　の期日迄にご用意いただきますようお願い致します。
⑤宮内年度（2018-19北原年度）ポリオ年間1500ドル
　以上寄付達成感謝状が届いております。
⑥次週より、各委員長の基本方針の発表を行います。
　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。至急提出をお願い
　致します。
⑦ズームでの例会参加について
　例会参加へのＵＲＬ、ミーティングＩＤ、パスワードは
　毎回同じものを使用、固定となります。
　　　　
　　　　　　　↓　↓　↓　↓

伊勢崎中央ロータリークラブ
ZOOMパーソナルミーティングルーム

https://zoom.us/j/5658667675?pwd=YW1nd
XU2eTFxQWtCZU1TRDVOdWozZz09

ミーティングID：565 866 7675
パスワード：5h499K　　

◇ 委員会報告
１.出席委員会：新井孝也委員長
　  7/2 当日の出席率（出席免除会員10名）

　  6/11 修正出席率（出席免除会員21名）

　7月の例会出欠予定を事務局に既に連絡をして
　いただいておりますが、もし変更になった場合は、
　　　前日の17時迄に事務局までに連絡を
　　　お願いします。

２.ニコニコBOX委員会：金井勇太委員長
　　　　　　　　   　　　  累計　23,000円
・藤田政幸さんには、会員の皆様方、1年間宜しく
　お願いします。
・山崎泰男さんには、藤田会長の誕生お目出とう！
　一年間よろしく！
・松原　香さんには、藤田会長、服部幹事の船出
　にエールを送り‼
・北原康男さんには、コロナの影響で後半、消化不
　良となってしまいましたが、皆様の支援を賜りまして
　ガバナー補佐の任期をなんとか完了することが出
　来ました。ありがとうございました。
・服部忠夫さんには、伊勢崎中央ＲＣの為、幹事と
　して微力ながら精一杯務めさせて頂きます。一年間
　よろしくお願い致します！
・小林正弘さんには、みんなで頑張りましょう。
・金井利明さんには、今月で54才になります。これか 
　らもよろしくお願いします。
・猪俣素芳さんには、52才になりました。今後も宜し
　くお願い致します。
・大木　学さんには、おかげさまで50歳になります。
　半世紀はあっという間です。
・栗原智久さんには、たんじょうびいわいありがとう
　ございます。

全会員数 出席者 欠席者 出席率
100名 75名 15名 83.33%

全会員数 出席者 欠席者 出席率
97名 63名 13名 82.89%



新入会員紹介

米山奨学生紹介

※※7月度例会予定※※
　30日（木）　各委員長挨拶及び所信発表

※※8月度例会予定※※
　  6日（木）　各御祝・「Rの友」紹介
　13日（木）　休会
　20日（木）　新入会員卓話
　27日（木）　新入会員卓話

近隣クラブ例会場・例会時間

・加賀谷富士子さんには、誕生日のお祝いありがと
　うございました。
・大田英司さんには、初めてのお誕生日のお祝いを
　頂きました。ありがとうございました。
・長岡克育さんには、今年度よりニコBOXに入りま
　して頑張ってやっていきたいと思います。
・金井勇太さんには、今年度もニコニコＢＯＸへご協
　力をお願いします。

３.職業奉仕委員会：小久保委員長
　昨年度も行われましたが、県立伊勢崎興陽高校
　さんから就職面接講習会の講師依頼について要
　請がきております。具体的には模擬面接官をメン
　バーの方にお願いして、就職希望者である3年生
　の生徒さんにアドバイス等をしていただきたいとの
　ことです。日程は9月24日（木）15時～17時、10名
　程度、多ければ多いほど、ありがたいとのことです。
　昨年協力したところ、大変好評で、生徒たちの力に
　なったというお言葉を戴いております。近々、お声
　がけさせて頂きますが、行っても良いよ、という方が
　いらっしゃいましたら私までお声がけ下さい。
　是非ご協力をお願い致します。

○プログラム
・各御祝
・地区委員委嘱状授与
　高沢克治さん（米山記念奨学委員会　副委員長）
　髙橋淳子さん（女性ネットワーク委員会　副委長）
　山谷良一さん（公共イメージ委員会　副委員長）
　中嶋創史さん（管理運営・ＩＴ委員会　委員）
　髙橋大之さん（国際大会推進委員会　委員）
・新入会員紹介
　　堀川嘉弘さん

※2022－23年度
　ガバナーノミニー・デジグネート指名の公表　
　　中野正美さん（太田ＲＣ）

次の例会日
7月３０日（木）

各委員長挨拶・所信発表

※次週、7月23日（木）は　　
　 祝日のため休会となります。

氏　名　　　堀川 嘉弘さん（6月18日入会）
　　　　　　（昭和47年4月27日生）
事業所　　　㈱博光建設　取締役
　　　　　　前橋市駒形町100-3
Ｔ Ｅ Ｌ　　　027-267-0101
Ｆ Ａ Ｘ　　　027-267-0103
自　宅　　　伊勢崎市上諏訪町1344-12
所属委員会　親睦委員会

ドティカン，リンさん
1993年12月31日生

ベトナム出身
上武大学 国際ビジネス学科 在籍

ほりかわ よしひろ

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　　　　 2020～2021　（7月～12月）

例　会　日 担当委員会 プ 　ロ　グ　ラ　ム　 概 　 要 そ　の　他　の　行　事

9月

基本的教
育と識字率
向上月間

3

10

17

24

親睦・雑誌

9/24  伊勢崎興陽高校就職面接
　　  講習会

10/18   地区大会記念ゴルフ大会

10/31～11/1 新湊RC野球交流試合

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

1

8

15

22

親睦・雑誌 各種お祝い・「Ｒの友」紹介　　　　　理事会

山田邦子ガバナー公式訪問

12月

疾病予防と
治療月間

3

10

17

24

親睦・雑誌

親睦

各種お祝い・「Ｒの友」紹介・年次総会  理事会

第7条第1節（d）により休　会

クリスマス夜間例会

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）

各種お祝い・「Ｒの友」紹介　　　　　理事会8月

会員増強・
新クラブ
結成推進

月間

6

13

20

27

親睦・雑誌

7月 2

9

16

23

30

親睦・雑誌

各種お祝い・「Ｒの友」紹介　　　　　理事会1 1月

Ｒ財団月間

29

31

5

12

19

26

親睦・雑誌 指名委員会発足

第7条第1節（d）により休　会

第7条第1節（d）により休　会

第7条第1節（d）により休　会

祝日　休　会

休　会


