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卜年度クラブテーマ
中
クラブ会員―れとなつて長期計■を実行 しよう。そして 日―タリ の出会いを発 しもう.
3口
寄付 目標
18会 員増強 目標

★ ロー タ リー財団年次寄付 (1人 当た り 150ド ル以上)
☆ポ リオ プラス (1人 当た り 30ド ル以上)

ぼ
占掛貿翻 執験昆
2.大 きな行事として
★地区大会記念 ゴル フコンペ の成功
★創立 40周 年記念事業開催
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☆米山奨学寄付 (1人 当た り 16,000円 以上)
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率仕活動 は積極的に争加 しロー タ リア ンである事に持 りを

>'>

のことを質問すると黙 つて しまいます。確 かに
それで而り、
今世界的 に製造業 は落ち込んでいます機械や制御装置の在

第 1769回 例会
本日のプログラム
○クラブ総会

!

庫がかな り増 えている状態です。消費が落ちてい るからと
かよくいわれますがそれだけでかな ?と 感 じる部分 もあ り

(例 会終了後)

ます。ただどんな時も前向きに考えたいです。
□第 1768回 例会報告書 令和 元年 12月 3日
(幹 事

○点鐘 12時 30分

□報

○ ロータリー ソング

○本 日、理事会 があ りました。

斎藤要

)

報告事項・ 12月 1月 の行事予定についてその他諸行事 につ

『国歌 奉仕の理想・四つのテス ト』

いて協議 しました。各担 当委員長 より報告があ ります。次

○本 日のご来訪者

回 12月 10日 は例会終了後にクラブ総会が行われます。次
年度 の副会長 と副幹事長 を決めます ので出席をお願 い しま

伊勢崎 ロータリークラブ
井下時訓 占

井下泰仲様

坑
(会 長

□郭

福島敬仁)

○首里城火災の支援金 のお願 いが来てお ります。募金箱を

この 2週 間の間に中国の金型メーカーの方が 2人 韓国の 廻 します のでご協力 をお願 い致 しま坑
金型部品メーカーの方が 3人 立て続 けに訪問を受けま し ○全 クラブのガバ ナー公式訪間が無事 に終了いた しま し
た。 日本 の製造業もかな り苦 しんでいる状態ですが同 じよ た。 と、森田ガバナー よりお礼状が届きま した。
)AIPO法 人アーチの会様にてパ ソコンの贈
うに苦 しんでいるようですヽ そ して彼 らに共通 のセールス ①先週 11/27似く
トー クは値段が 日本製 よ り安 い とい うのが決 ま り文句で

呈式を行いま した。
○メイクの際 は、例会変更等 がございます ので、事務局 に

す。確 力寸こ安いです。

お問い合 わせ ください。

瀬 舘
鍬
蝶
矢 内良春
専務取締役
伊勢崎市中町 72
TEL0270132‐ 1526 Stt1027032‑1583

内山重機 有 限会社
内山勝矢
社長
伊勢崎市今井町 133‐ 2
TEL1027026‑0166 ご慰 1027026‑0168

メイクアップはお近くでどうぞ
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月曜 日

伊却奇東 RC

イ
巽却奇プリオパレス

12 : 30‑

第 1・ 3恭 曜日

伊勢崎ローターアクト・クラブ

伊勢崎プリオパレス

19:30〜

水曜 日

伊勢崎 RC

伊勢崎プリオパレス

12:10〜

査部謹日

四ツ薯諦証RC・ インター7ク ト部

四 ツ葉学園
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ニ ュー いづみ
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縦

群 馬境 RC

群馬銀行境支店

木曜 日

印

RC

日
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12月

□ 出席 報 告

○ ロー タ リーの友 12月 号 の紹介 を致 します。是非 、
ご覧 くだ さい。 週報 に トヨ ウケ総合様 。オ フ ィスネ

最近 の出席率
日

出席者数

付

12月 3日

ッ ト様 を掲載 しま した。 また 、 ガバ ナ ー 月信 の新会

出席 率 (%)
33

20

員紹介 で松 島秀典 さんが掲 載 され ま した。

1

クラブ広報委 員長

金井幸夫

□米山奨学会・ ロー タ リー財団寄付
新井茂雄 さん 。石原勝衛 さん 。大竹正城 さん

①次年度 の地 区補助金事業 の 申請 を 12/20ま でに行

金井幸夫 さん 。小山龍太 さん
田原明美 さん 。福島敬仁 さん

テ ン トの贈 里 を考 えてお ります。

います。内容 は、llPO法 人 りぼん様 に調 理器 具・販売

。須藤哲男 さん
。堀越宏 さん

寄付 の上期 の締切 は、来週 の例会 12/10(火 )ま でで
す。現状 35%年 ほ どの実績 です。半期 で 50%に なる

目木和良 さん・矢内良春 さん・ 吉井正 さん

よ う皆様 の ご協力 を宜 しくお願 い致 します。
ロー タ リー財 団委員長

ロニコニコボ ックス委員会

小谷野晃 良

012/21(上 )は 、スマー クにてイ ンターア ク ト合 同

○今月、お誕生 日を迎 えます

歳末募金 です 。今現在 9名 が参加 です 。13:15集 合 、

目木和良 さん 。藤井潤 さん

13:30〜 15:00ま で募 金活動 、 15:00〜 懇親会 の予

○今月 、結婚記念 日を迎 えます

定です。 皆様 の ご協力 をお願 い致 します。

高橋 正樹 さん・ 田中聡 一 さん

イ ン ター ア ク ト委員長

○今月、創 立記念 日を迎 えます

小 山龍太

040周 年記念式典 につ きま して

S54121須 藤司法書士土地家屋調査士

経過報告 …他 クラブ参加者 63名 、招待者 、当 クラブ

行政書士事務所

会員合 わせ て 100名 程 にな ります。 (12/3現 在 )

須藤 哲 男 さん

記念 事業 の 寄贈 品 は、伊勢崎 市民病院 に ロビー チ ェ

S53.12.12 閣藤井経営

アー (緊 急時 にベ ッ ドとして使用 )を

藤井潤 さん

3台 寄贈す る

事 に決 ま りま した。
記念樹 は、先週末 に華蔵寺 公 園南 日入 口に霧 島つつ
じ 3本 。紫 つつ じ 3本 を植 樹致 しま した。

ご協力 あ りが とうござい ます 。

2019‑20年 度

累計

197,800円

後 日、記念碑 を設 置 しま した ら皆 さんで記念 撮影 、

□委嘱状授与

上毛新 聞へ の掲載 を したい と思 い ます 。

201併 20年 度

今後 も皆様 の ご協力 を宜 しくお願 い致 します。

40周 年実行委員長

米山記念奨学生選考委員
矢内良春 さん
□委員会報告

012/17(火 )の ク リスマス夜 問例会 は準備 を進 め
ています。楽 しみ に して下 さい。 また、 1/7(火
)

は新年会並び に新会員歓迎会 を開催致 します。本
日、案 内 を FAXし ます ので皆様 の ご出席 を宜 し く
お願 い致 します。
クラブ管 理運営委 員長

大竹正城

○例会終 了後 、会員増 強進捗会議 を行 い ます 。担
当の方 は宜 しくお願 い 致 します。

会員増強委員長

鈴木昭彦

新井茂雄

