
2017-2018年度 クラブ会長の計画及び目標

2017-2018年度 クラブ役員及び委員長等の紹介

本年度は、伝統有る高崎ロータリークラブから田中久夫ガバナーを輩出し、

地区大会を開催する歴史に残る重要な年となります。そのような大切な年度

に会長をさせていただくこととなり、身の引き締まる思いであります。

マザーテレサはかつて言いました。「私にはあなたにできないことが

できるし、あなたには私にできないことができます。だから私たちが一緒に

やれば、すばらしいことができます。」

目覚しい会員拡大で会員数県下最大のBIGクラブになりました。会員相互

の理解と友情を深め奉仕の実践により、皆様方に価値あるクラブライフを

実感していただけるようクラブ運営を行ってまいります。快適で愉快な一年、

皆様方のご指導、ご協力の程よろしくお願いいたします。

【価値あるクラブライフを！】

1.1.1.1.【【【【地区地区地区地区大会の大会の大会の大会の成功成功成功成功】】】】

2.2.2.2.【【【【会員増強会員増強会員増強会員増強 ((((純増純増純増純増12121212名名名名))))】】】】

3.3.3.3.【【【【公共公共公共公共イメージのイメージのイメージのイメージの向上向上向上向上】】】】

【クラブ目標】

関口 俊介 会長

ロータリーロータリーロータリーロータリー情報情報情報情報委員長委員長委員長委員長

プログラム委員長プログラム委員長プログラム委員長プログラム委員長

親睦親睦親睦親睦委員長委員長委員長委員長

会員増強・職業分類委員長会員増強・職業分類委員長会員増強・職業分類委員長会員増強・職業分類委員長

職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長

社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長

国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長

ロータリー財団委員長ロータリー財団委員長ロータリー財団委員長ロータリー財団委員長

未来の夢計画委員長未来の夢計画委員長未来の夢計画委員長未来の夢計画委員長

出席委員長出席委員長出席委員長出席委員長

公共イメージ委員長公共イメージ委員長公共イメージ委員長公共イメージ委員長

クラブ会報委員長クラブ会報委員長クラブ会報委員長クラブ会報委員長

ニコニコニコニコニコニコニコニコBOXBOXBOXBOX委員長委員長委員長委員長

青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長

米山奨学委員長米山奨学委員長米山奨学委員長米山奨学委員長

地区大会実行委員長地区大会実行委員長地区大会実行委員長地区大会実行委員長

地区大会地区大会地区大会地区大会幹事長幹事長幹事長幹事長

一致団結して高崎クラブの実力を発揮し、歴史的行事を楽しもう！

新しい友達を増やし会員相互の出会いの場を喜ぼう！

ダイヤモンドペガサスの支援、高崎マーチング協会の支援、たかさき

雷舞フェスティバルの支援、 地域社会での社会奉仕活動の実施

須藤 二三男

高見澤 隆

矢嶋 真

吉崎 裕

金井 克智

竹山 哲男

神澤 利之

神宮 嘉一

嶋方 智之

佐藤 克佳

吉井 宏文

佐藤 健司

田中 栄司

三村 治

川嶋 正靖

児玉 三郎

市川 豊行

会会会会 長長長長

会長エレクト会長エレクト会長エレクト会長エレクト

副会長副会長副会長副会長((((ノミニーノミニーノミニーノミニー))))

副会長副会長副会長副会長

幹幹幹幹 事事事事

副幹事副幹事副幹事副幹事

副幹事副幹事副幹事副幹事

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ

会会会会 計計計計

直前会長直前会長直前会長直前会長

監監監監 査査査査

関口 俊介

森田 岳志

広瀬 雅美

治田 芳久

桂川 修一

植松 巌

豊田 明美

茂木 節夫

桑原 幸雄

丸山 和久

市川 哲名

（敬称略）

役役役役 員員員員 理理理理 事事事事

その他その他その他その他
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１． 点 鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

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 関口 俊介

５． 乾 杯 ・・・ 前会長 丸山 和久

６． 食 事

７． 幹事報告 ・・・ ● 理事会報告、各配布書類について

● 他クラブ例会変更等回覧

８． 委員会報告 ・・・ ● 親睦委員会副委員長 富山 俊吾・高橋 浩之

納涼例会 7/24(月) 点鐘18:30 会場 高崎ビューホテル

高崎RC定例ゴルフコンペ 7/26(水) 場所 軽井沢高原ゴルフ倶楽部

● 社会奉仕委員会委員長 竹山 哲男

動物愛護フォーラムの支援 8/27(日)14:00 会場 高崎市総合福祉センター

９． 出席報告 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

１０．会長行事

●直前副会長・幹事・副幹事へ記念品贈呈 ・・・ 会長 関口 俊介

●在籍年数表彰 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

●誕生祝・結婚記念祝 ・・・ 親睦委員会副委員長 富山 俊吾

１１．ニコニコBOX報告 ・・・ ニコニコBOX委員会委員長 田中 栄司

http://takasaki-rc.org/

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 9:00～15:00
創 立 １９５４年３月３０日 例会日 毎週月曜日 12:10～13:10
会 長 関口 俊介 幹 事 桂川 修一 SAA 茂木 節夫
クラブ会報委員会 佐藤 健司 大河原 吉明 江畑 晴彦 原澤 秀樹 大山 充徳

2017-2018 RIテーマ 2017-2018 高崎RC目標

第1回 例会 及び クラブ総会

ロータリーの
ある人生を
誇りにしよう

価値ある
クラブライフを！

2017-2018 第2840地区運営方針

総総総総 員員員員

出席計算に出席計算に出席計算に出席計算に

用いた会員数用いた会員数用いた会員数用いた会員数

出席者出席者出席者出席者 会場出席率会場出席率会場出席率会場出席率 メークアップメークアップメークアップメークアップ 週間出席者週間出席者週間出席者週間出席者 週間出席率週間出席率週間出席率週間出席率

118 118 76 64.41％ 22 98 83.05％

在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰 金田悦郎 嶋方智之 須藤二三男 細谷可祝 森田岳志

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 阿久澤嘉一 植松 巌 横山慶一 吉井宏文

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 大草良広 茂木節夫

そそそそ のののの 他他他他

天田朝憲 石井嘉一 市川豊行 植松 巌 大草良広 大橋進一 桂川修一

金井克智 久米貴久 桑原幸雄 佐藤克佳 佐藤健司 神宮嘉一 関口俊介

髙瀬和利 高橋浩之 高見澤隆 田中栄司 田中久夫 豊田明美 治田芳久

広瀬雅美 村山幸雄 茂木節夫 吉井良弘

（7/3までの累計：124,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：5.64％）

【第1回 例会】

【クラブ総会】

１． クラブ総会開会 ・・・ 会長 関口 俊介

２． 2016-2017年度決算報告 ・・・ 会計 高見澤 隆

３． 2016-2017年度監査報告 ・・・ 会計 高見澤 隆

４． 決算承認 ・・・ 会長 関口 俊介

５． 2017-2018年度予算案説明 ・・・ 会計 桑原 幸雄

６． 予算案承認（会費納入） ・・・ 会長 関口 俊介

※ 集金日は7/10(月) 銀行振込の場合 手数料は会員負担

７． クラブ総会閉会・点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

（敬称略）（日 時 7/3(月) 点鐘12:10 会 場 高崎ビューホテル 司 会 桂川 修一）


