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本年度クラブテーマ
クラフ会R― れとなつて長期‖■を実行 しよう。そ して ロータリーの出ないを韓 しもう。

会員増強目標

1日

寄付目標

3口

★一人ひ と り運動 と して会 員が 一人 紹介 し入会 させ
よ う。そ して 2021年 6月 末 には 50人 体制 と しよ う。

☆ 回― 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 )

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

<< 2020・

6・
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★米 山奨学寄付 (1人 当た り 16,000円 以上 )

スト
クラカ

率仕活動 は積極 的 に参加 しロー タ リア ンで ある事 に持 りを

1

一応、地区行事など予定は組まれていますが、かなり流動

9 >>

的な年度になるのではないかと想像 tンます。

第 1780回 例会
本 日のプログラム

い知らせとしては、4月 から米山奨学生
ン
そのなかでうれ に

○短縮例会

のことなのでカウンセラーの矢内君を中心に南ロータリー

①米山奨学生紹介

全体で盛 り上げていきたいです。

を受けノせしることになりました。自分でもかなり久しぶ り

ダテ、ヤオ フォスタン ディウドネ君

(幹

□鞭

○クラブ協議会 例会終了後
… … …・…

①本 日理事会が行われました。
・6月 の例会は新型 コロナウィルスを考慮 して短縮例会に

□第 1779回 例会報告書 令和 2年 6月 2日
○点鐘 12時 30分

します。食事は持ち帰 り弁当です。

.6月

○ ロー タリー ソンク

ド

9日 は米山奨学生のグテ君が出席 しますも例会終了

『国歌 奉仕の理想・ 四つのテス ト』

□郭

事 齋藤要)

後 にクラブ協議会を行います。

(会長

福島敬仁)

ヨロナ ウイルスに よる例会中止決定か ら長 らく例会 を開

・6月 23日 の例会は 18:00か らに変更 とな ります。
。新型 コロナ ウ打
Fル スを考慮 した出席免除規定が出来ま し
た。
″
。金井幸夫君の退会が承認 されま した
。

で したが 6月 から通常に開かれること
くことが出来ませ六ノ
ータリー活動 も中止や延期 とさまざまな 。伊勢崎 5ク ラブ新旧会長幹事会 が 6/25(木 )15:00〜 ニ
にな りま した。 ロー
ことがあ りま したが、また新たな気持ちで頑張 つて行きた

ュ̲ぃ づみにて開催 とな ります。福島会長、鷹巣次年度会

い と思います。地区の会議 も今までのよ うに開催 できず、 長、日原次年度幹事 と私が出席致 します。
リモー ト会議などに置 き換わ り、山田ガバナーエ レク トの

次年度 は、当クラブが幹事クラブです ので皆様の協力をお

目標 子
静十など色 々な ことで御指導を受けま した。

願 い致 しま坑

ギフ トシ ョップ 有限会社 ジュエ ン
代表取締役 小山龍太
伊勢崎市本町 11‐ 14
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メイクアップはお近くでどうぞ

葬儀・ 法事 の宰栄会
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TEL027075‐ 1563 阻 1027075‑1592
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伊勢崎プリオパレス
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第 1・ 3パ 曜日

月曜 日

幹事報告続き…

0202122年 度 ガバナー ノミニー は、前橋東 占― タ
リー クラブ所属 の足 立進氏を指名 との通知がガバ
ナー事務所 よりございま した。
○毎年 7月 に開催 の「社会を明るくする運動」は、
新型 コロナ ウイルス感染症 の状況 によ り中止 とな
りま した。
□ 出席報告

6月

最近 の 出席率
日 付 1出 席者数

□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 。植 月公興 さん
大竹正城 さん 。小谷野晃 良 さん 。須藤哲男 さん
田中聡 一 さん 。福 島敬仁 さん 。目木和 良 さん
矢 内良春 さん 。松 島秀典 さん

ロニヨニコボ ックス委員会
○今月、お誕生 日を迎えます
金井幸夫 さん 。田中聡一 さん
○今月、創 立記念 日を迎えます
石原秀彦 さん
ご協力あ りとうございます。
2019‑20年 度

累計

204,800円

□委員会報告
○カ ウンセ ラーの矢内良春会員 に ロー タ リー米山
記念奨学会 より委嘱状 が授与 されました。
期間

2020。

4.1〜 2022.3.31ま で奨学生ダテ、ヤオ

フォス タンデ ィウ ドネ君 のカ ウンセ ラー に委嘱申
し上げます。
米山奨学生は、毎月第 2例 会
に出席予定です。
6月 は来週 8日 例 に出席 します

ので宜 しくお願 い致 します。

