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高崎ロ-タリ-クラブ
第４回 例会
（日 時 7/31(月) 点 鐘 12:10 会 場 高崎ビューホテル
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司 会 桂川 修一）

（敬称略）

点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介
ロータリーソング ・・・ 手に手つないで
会長挨拶・ビジター紹介他 ・・・ 会長 関口 俊介
● 国際ロータリー第2840地区2017-2018年度第3分区ガバナー補佐 永井 乙彦（高崎東RC）
● 2016-2017年度青少年交換長期派遣学生 関 純之介
● 2016-2017年度青少年交換長期受入学生サマンサのホストファミリー 関 徹也（伊勢崎RC）
● 2017年夏季ポール・ジレット奨学生 川手 里桜
食事
幹事報告 ・・・ 幹事 桂川 修一
● 他クラブ例会変更等回覧
● ビジタースピーチ ・・・ 関 純之介、川手 里桜
委員会報告・表彰 ・・・ 幹事 桂川 修一
● 新会員紹介 ・・・ 市川 豊行
〇 塚越 良也 社会保険労務士事務所社労企画 代表
職業分類 社会保険労務士 推薦者 市川 豊行、田中 久夫
● ロータリー財団表彰 ・・・ ロータリー財団委員会委員長 神宮 嘉一
〇 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー５ 吉井 良弘
● 米山功労者表彰 ・・・ 米山奨学委員会委員長 川嶋 正靖
連絡事項
● 高崎市内6ロータリークラブチラシ「世界を変える行動人」の活用 ・・・ 幹事 桂川 修一
● 高崎マーチングフェスティバルとの協働 ・・・ 青少年奉仕委員会委員長 三村 治
8/22(火) 11:30受付 高崎アリーナ（13:10から高崎ロータリークラブの寄贈式典）
● 高崎観音山万灯会 ・・・ 実行委員長 三村 治
8/26(土) 17:00～21:30 石段・清水寺～平和塔広場～参道商店街～白衣大観音
（18:00から大護摩 18:40から灯明供養・円光くぐり）
● 輝く未来の「いのち」プロジェクト ・・・ 社会奉仕委員 山田 由紀子
8/27(日)14:00～15:30 高崎市総合福祉センター たまごホール
● 野球部の今後の予定 ・・・ 矢嶋 真 （クラブ会報第3号参照）
出席報告 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

総 員

出席計算に
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ニコニコBOX報告

・・・

ニコニコBOX委員会委員長

田中 栄司

在籍年数表彰
誕 生 祝
結婚記念祝

市川誠二

神宮嘉一

そ の 他

永井乙彦(第3分区ガバナー補佐) 広瀬彪夫(高崎北RC) 関 徹也(伊勢崎RC)
関純之介(青少年交換長期派遣学生) 市川豊行 大河原吉明 川手義昭
関口俊介 高見澤隆 竹山哲男 長井友之 三村 治 矢嶋 真

（7/31までの寄付累計：239,000 円

年度目標：2,200,000 円

達成率：10.86％）

阿久澤嘉一

ロータリー財団
寄付

大河原吉明

久米貴久

富山俊吾

豊田明美

茂木節夫

（7月までの財団年次寄付累計:＄2021.98 年度目標※1:＄18300 達成率:11.05％）
（7月までの財団ポリオ寄付累計:＄120.09 年度目標※2:＄3660 達成率:3.28％）
阿久澤嘉一

米山記念奨学会
寄付

大河原吉明

川嶋正靖

関口俊介

茂木節夫

（7月までの米山特別寄付累計:164,000 円 年度目標※3:1,586,000 円 達成率:10.34％）
※1一会員あたり＄150×会員数

10． ガバナー補佐卓話
11． 点鐘

・・・

※2一会員あたり＄30×会員数

※3一会員あたり13,000円×会員数

・・・

会長

国際ロータリー第2840地区2017-2018年度第3分区ガバナー補佐
永井 乙彦（高崎東RC）「田中ガバナー年度地区目標について」
関口 俊介

釣り部会から参加者募集
釣り部会では9月23日(祝)に釣り船を一隻借しきり、海釣りを楽しむことに致しました。現在、参加者
は11名です。船には15～16名乗れますので、部会員以外の会員を5～6名募集致します。未経験者でも
十分楽しめますので、以下の要領を参考に申し込み下さい。
日
時：平成29年9月23日(祝) 集合出発 午前7時30分
集合場所：参加者に後ほどお知らせ致します
費
用：5,000円～8,000円（参加人数による）
獲
物：主に真アジ、その他外道(キジハタ、イナダ、ウマヅラハギ他)
※ 簡単なサビキ仕掛けで釣ります
用意する物：雨合羽上下、長靴、クーラーボックス、タオル、帽子、水、
昼食、釣竿 ※ 釣竿を借りる方はその旨申し出てください
申込締切り：９月4日(月)厳守
※ 問い合わせ並びに申込みは、竹山哲男、田中栄司、清水正爾まで

2017-2018年度 上半期 新会員の紹介

小林 誠

広田 金次郎

塚越 良也

NTT東日本群馬支店
支店長

株式会社広田住宅ｾﾝﾀｰ
代表取締役

社会保険労務士事務所
社労企画 代表

11月19日 地区大会までのカウントダウン
2017-2018 RIテーマ

阿久津 照孝

あと 104 日！

2017-2018 第2840地区運営方針

ロータリーの
ある人生を
誇りにしよう

株式会社ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
ｼﾆｱﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

2017-2018 高崎RC目標

価値ある
クラブライフを！

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
http://takasaki-rc.org/

