2017年3月6日 第29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．29
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 ・・・ ●第２８４０地区第３分区ＩＭ開催案内 ・・・ 副会長 森田岳志 君
●交換受入学生報告 ・・・・・・ Miss Samantha Vellenga
８． 出席報告 ・・・・・ 出席委員会委員長

阿久澤嘉一 君

２０１７年３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

69

58.97%

34

103

88.03%

９． 会長行事
●在籍年数表彰 ・・・ 出席委員会委員長 阿久澤嘉一 君
●誕生祝・結婚記念祝 ・・・ 親睦委員会副委員長 岩崎重雄 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

服部敏雄 君 治田芳久 君 丸山和久 君
岡田千代美 君 金田悦郎 君 関口俊介 君 髙瀬和利 君 日森敏泰 君

誕 生 祝
船水康宏 君 森田岳志 君
結婚記念祝

金田悦郎 君 小泉健 君 佐藤健司 君
阿久澤嘉一 君 大山駿作 君 須藤二三男 君 広瀬雅美 君 逸見早苗 君

そ の 他
丸山和久 君 水上裕智 君 村山幸雄 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

ロータリー財団 寄付 阿久澤嘉一 君 金田悦郎 君 竹山哲男 君 豊田明美 君 茂木節夫 君

阿久澤嘉一 君 植松巌 君 竹山哲男 君 林義行 君 丸山和久 君
米山記念奨学会 寄付
茂木節夫 君 森田岳志 君 山口道也 君

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

白寿のお祝い

2017年3月のロータリーレートは
１ドル＝１１６円です。

報告事項
（１）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）
（１）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
（２）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
（３）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
分区

ＲＣ

日付
3月17日(金)

前橋西

3月24日(金)
3月16日(木)
3月17日(金)

前橋東
3月18日(土)

第１分区
前橋北
前橋南

3月30日(木)
3月20日(月)
5月20日(土)
3月22日(水)
3月29日(水)

前橋中央

3月22日(水)
3月29日(水)
3月10日(金)

A

桐生西

第２分区

3月24日(金)
3月31日(金)

Ｂ

伊勢崎南

3月14日(火)

伊勢崎東

3月20日(月)
3月9日(木)

第４分区

A

太田

3月16日(木)
3月30日(木)
3月21日(火)

第５分区

沼田中央
富岡

3月23日(木)
4月13日(木)
3月29日(水)
3月14日(火)

安中

第６分区

3月21日(火)

3月28日(火)
3月16日(木)

富岡中央
富岡かぶら

3月30日(木)
3月14日(火)

詳細(会場・時間・理由など)
休会 (定款第８条第１節Ｃ)
夜間例会
点鐘：18:30 会場：マーキュリーホテル
振替休会 (3月17日記念式典リハーサル)
創立４０周年記念式典リハーサル例会
点鐘：13:30 会場：ロイヤルチェスター前橋
創立４０周年記念式典例会
点鐘：16:00 会場：ロイヤルチェスター前橋 ３階
振替休会 (3月18日記念式典例会)
休会 (春分の日の為)
5月27日(土) 当クラブ周年行事の日程が都合により変更
移動例会
点鐘：11:00 夢計画「前橋公園 さちの池浄化事業」
休会
夜間例会
点鐘：18:30 会場：うぐいす
休会 (定款第８条第１節Ｃ)
早朝健康診断
開始：7:00～ 会場：桐生メディカルセンター
Ｂ方式(正午～昼食、点鐘：12:30)
ＮＰＯ法人小島昭研究所 理事長 小島昭 様 卓話
4月2日(日)家族会 春の行事
屋形船での花見と川越散策のバス旅行
新入会員歓迎会
点鐘：18:30 会場：プラザアリア
休会 （春分の日の為）
3月10日(金) 振替
太田市太田高校出前授業
休会 (定款第６条第１節Ｃ)
3月25日(土) 振替
太田ロータリークラブ創立６０周年記念式典
夜間例会 (沼田RCと合同例会)
点鐘：18:30 会場：ホテルべラヴィ―タ
振替休会 (3月21日夜間例会)
振替休会 (地区大会)
休会 (定款第８条第１節Ｃ)
観梅会
会場：秋間梅林 やまいち食堂
3月11(土)、12(日)振替
ミュージカル公演 「１７８９」 (アラムニーミュージカル劇団)
時間：開場予定13:00 会場：安中市文化センター
夜間例会
点鐘：19:00 会場：並木苑
休会 (定款第８条第１節Ｃ)
夜間例会 (花見例会)
点鐘：18:30 会場：萬屋料理店
11日(土)振替
開始：7:00 会場：富岡製糸場 「リレー・フォー・クリーン」

