2017年2月6日 第25回例会

第2840地区

高崎ロータリークラブ
事務局・例会場 ：高崎ビューホテル 高崎市柳川町 70
TEL 027-327-2888 FAX 027-327-2887 連絡時間 9時～15時
創 立：１９５４年３月３０日
例会日：毎週月曜日 12:10～13:10
会長 ：丸山 和久 幹事 ：根本 康弘 SAA ：神澤 利之

No．25
http://takasaki-rc.org/

公共イメージ委員会 ： 林義行 野口智宏 長坂資夫 桂川修一

１．点鐘 ・・・・・ 会長 丸山和久 君
２．国歌 ・・・・・ 君が代
ロータリーソング ・・・・・ 奉仕の理想
３．四つのテスト斉唱
４． 会長挨拶、ビジター紹介他 ・・・・・会長 丸山和久 君
● 青少年交換受入学生
Miss Samantha Vellenga
５．食事
６． 幹事報告 ・・・

● 理事会報告
● 他クラブ例会変更等回覧

７． 委員会報告 ・・・ ●会員増強・職業分類委員会委員長 金井克智 君
新会員紹介： 佐藤弘之（さとう ひろゆき）君 推薦者 田中久夫 君
●上期収支報告 ・・・・会計 高見澤隆 君
８． 出席報告 ・・・・・ 出席委員会委員 豊田明美 君

２０１７年２月６日 例会
例会出席率表
総員

出席計算に
用いた会員数

出席者

会場出席率

メークアップ

週間出席者

週間出席率

117

117

70

59.83%

30

100

85.47%

９． 会長行事
●在籍年数表彰・誕生祝・結婚記念祝 ・・・ 親睦委員会副委員長 永塚徹 君
１０． ニコニコボックス報告 ・・・・・ ニコニコボックス委員会委員長 茂木節夫 君

ニコニコボックス
在籍年数表彰

品川幸仁 君 林義行 君 広瀬雅美 君
市川豊行 君 桂川修一 君 桑原幸雄 君 神宮嘉一 君 田中久夫 君

誕 生 祝
豊田明美 君 深堀達義 君 水上裕智 君
結婚記念祝
そ の 他

天田朝憲 君 川手義昭 君
大河原吉明 君 桂川修一 君 根本康弘 君 丸山和久 君

１１． ロータリー財団報告･････ロータリー財団委員会委員長 服部敏雄 君
１２． 米山記念奨学報告･････米山記念奨学委員会委員長 吉井宏文 君
大河原吉明 君 金井克智 君 金田悦郎 君 竹山哲男 君 豊田明美 君
ロータリー財団 寄付
永塚徹 君 服部敏雄 君 細谷可祝 君 茂木節夫 君 森田岳志 君
市川豊行 君 大河原吉明 君 金井克智 君 関口俊介 君 竹山哲男 君
米山記念奨学会 寄付
永塚徹 君 細谷可祝 君 茂木節夫 君

１３． 会長の日･････会長 丸山和久 君
１４． 点鐘･････会長 丸山和久 君

2017年2月のロータリーレートは
１ドル＝１１６円です。

報告事項
（１）ＲＩ２８４０地区 米山奨学生・世話クラブ及びカウンセラー募集
新たな留学生：１３名
回答期限： ２０１７年２月２４日(金) ガバナー事務所まで
（２） 2017決議審議会に上程する「決議案」の募集
提出締切： ２０１７年２月２８日（火） ガバナー事務所まで
（３）高崎青年会議所
第３０回サケの稚魚放流事業及び関連事業に対する資金協力依頼
一口 ５．０００円から
（４）第７回理事会議題： 一般財団法人比国育英会バギオ基金の寄付依頼について
【寄付方法】
１、随時寄付
①法人・個人： 3,000円以上
②ロータリークラブ： 10,000円以上
２、継続寄付（年間一定の金額を毎年継続して寄付）
①維持後援者： 年間3千円より10万円まで、金額に６つの分類あり
②維持後援ロータリークラブ： 年間1万円より30万円まで、金額に６つの分類あり
【寄付実績】
２０１１－１２年度 １１，０００円（随時寄付）
（５）NPO法人国際比較文化研究所主催「ぐんまカップ」ウェルカムパーティーへの出席依頼
〇2015-16年度第12回理事会にて承認済み
「ぐんまカップ」に対する協賛実績： ５０，０００円
〇「ぐんまカップ」ウェルカムパーティー
２０１７年２月１４日（水）１９時より
場所：高崎駅周辺
（６）高崎RCロータリー情報委員会の開催
２０１７年３月４日（土） １４時：研修会、 １７時：懇親会
会場：高崎ビューホテル
対象： 入会３年以内の会員、会長、副会長、幹事、副幹事、親睦委員長
公共イメージ委員長、ガバナーエレクト、ロータリー情報委員会委員

昨年度実績： １０，０００円

（１）大泉RC創立５０周年記念式典
２０１７年３月４日（土） 大泉町文化むら 小ホール及び展示ホール
対象： 会長、幹事
登録料： １０，０００円
（２）前橋東RC創立４０周年記念式典・祝賀会
２０１７年３月１８日（土） ロイヤルチェスター前橋
対象： 会長、幹事他
登録料： １０，０００円
（３）太田RC創立６０周年記念式典
２０１７年３月２５日（土） ティアラグリーンパレス
対象： ガバナーエレクト、会長、幹事
登録料： １０，０００円
（４）渋川RC創立６０周年記念式典
２０１７年４月８日（土）
アネーリ渋川
対象： 会長、幹事
登録料： １０，０００円
（５）高崎ユネスコ協会
第４４回高崎ユネスコ国際児童画展及びユネスコ作文に対する特別賞下付の承認および 入賞者合同表彰式での賞状授与について
特別賞の名称 ： 高崎ロータリークラブ会長賞
特別賞の数 ： ５点（絵画部門３点、作文部門２点）
表彰式 ： ２０１７年２月１９日（日） 午前９時３０分より 高崎市文化会館大ホール
分区

ＲＣ

日付

前橋西

2月24日(金)

前橋北

5月20日(土)

前橋南

2月22日(水)

前橋中央

2月22日(水)

第１分区

Ａ

桐生赤城

Ｂ

伊勢崎南

第２分区

2月21日(火)

2月21日(火)
2月28日(火)
2月9日（木）

第４分区

Ａ

太田
2月16日（木）

第5分区

沼田中央

2月23日(木)

富岡

2月15日(水)
2月14日(火)

第６分区
安中

2月21日(火)
2月28日(火)

詳細(会場・時間・理由など)
夜間例会
点鐘：18:30 会場：群馬ロイヤルホテル
5月27日(土) 当クラブ周年行事の日程が都合により変更
３クラブ合同ボウリング大会
「前橋南ロータリークラブ・ローターアクトクラブ・インターアクトクラブ」
集合時間：10:00 会場：エメラルドボウル
昼食会予定時刻：13:00 会場：福州飯店 岩神店
姉妹クラブ台湾・潭子ＲＣ20周年記念式典に振替休会
2月18日(土)振替
「わたらせ渓谷鐵道イルミネーションツアー」
2月23日(木)振替
職場訪問
訪問先：伊勢崎オートレース場
休会 「当クラブ規定により」
2月14日（火）「第４区分５ＲＣ合同親睦例会」振替
開会：18:30 会場：太田ナウリゾートホテル
2月18日（土）「第４分区１０ＲＣ合同ＩＭ」振替
開会：15:30 会場：館林市「レストラン ジョイハウス」
夜間例会 (ＲＣ創立記念例会)
点鐘：18:30 会場：ホテルべラヴィ―タ
2月14日(火)振替
「富岡ＲＣ・深谷ＲＣ合同例会」 会場：グランドホテル深谷
職場訪問
訪問先：(株)ボルテックスセイグン
ランチ例会
会場：とんかつ幸楽
夜間例会 新春餅つき
開会：19:00 会場：並木苑

