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寄付寄付寄付寄付

須藤二三男 関口俊介 高橋浩之 豊田明美 林 義行 三村 治

小保方由紀子 茂木節夫

米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会

寄付寄付寄付寄付

須藤二三男 石井嘉一 高橋浩之 中澤洋子 三村 治 茂木節夫

小保方由紀子

在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰 広瀬雅美

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 品川幸仁 田中久夫 塚越良也 針山秀樹

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 崎山譲治

そそそそ のののの 他他他他

第3分区ガバナー補佐 永井乙彦 市川豊行 大山駿作 細田知宏

須藤二三男

（2/19までの寄付累計：1,653,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：75.14％）

（台湾東部地震被害義捐金 2/19例会時募金総額：59,000円）

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

127 127 75 59.06％ 39 114 89.76％

１． 点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

２． ロータリーソング ・・・ それでこそロータリー

３． 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地区ガバナー 田中 久夫

● 国際ロータリー第2840地区第3分区

ガバナー補佐 永井 乙彦

４． 食事

５． 幹事報告 ・・・ 幹事 桂川 修一

● 他クラブ例会変更等回覧

● 台湾東部地震被害義捐金協力依頼について

東日本大震災の時には台湾の人たちに日本は助けていただき

ました。2/6の台湾東部地震で被災した人たちへRI2840地区

として義援金を送ります。各テーブルに募金箱を回すので各

会員1,000円以上のご協力をお願いします。（資料配布）

６． 委員会報告

● 新会員紹介 ・・・ 会員増強・職業分類委員会委員長 吉崎 裕

〇 石原 理沙 株式会社メディカルサポート 施設長 職業分類 福祉サービス

推薦者 田中 久夫 竹山 哲男 吉崎 裕

● 社会奉仕委員会主催事業について ・・・ 社会奉仕委員会委員長 竹山 哲男

輝く未来の「いのち」プロジェクトを高崎RCが主催（資料配布）

日時 3/4(日)14:00～15:30 場所 高崎市総合福祉センター たまごホール

７． 出席報告 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

８． ニコニコBOX報告 ・・・ ニコニコBOX委員会副委員長 大草 良広

第28回 例会

（敬称略）（日 時 2/19(月) 点 鐘 12:10 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 桂川 修一）
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2017-2018 RIテーマ 2017-2018 高崎RC目標

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

2017年10月入会

高橋高橋高橋高橋 琢琢琢琢

税理士法人

思惟の樹事務所

社員税理士

2017年9月入会

新井新井新井新井 好松好松好松好松

株式会社

ソレイユ

代表取締役

2017年11月入会

紋紋紋紋谷谷谷谷 直直直直幸幸幸幸

株式会社

紋谷商店

取締役

2017年11月入会

大林大林大林大林 俊也俊也俊也俊也

大和証券

株式会社

高崎支店長

2017年11月入会

金井金井金井金井 裕裕裕裕

株式会社

ユタカペイント

代表取締役社長

2017年11月入会

森森森森 忠彦忠彦忠彦忠彦

日本たばこ産業

株式会社 群馬

第一支店 支店長

新会員

紹介

2018年1月入会

石原石原石原石原 理沙理沙理沙理沙

株式会社メディ

カルサポート

施設長

ロータリアンが生活や仕事の場面で常に覚えておくべき4つの問い、それが

「四つのテスト」です。政治や宗教に関係なく、すべての人びとの倫理的指針

となるこのテストは、100カ国語以上に翻訳されています。

言行はこれに照らしてから 1.1.1.1. 真実真実真実真実かどうかかどうかかどうかかどうか

2.2.2.2. みんなみんなみんなみんなに公平かに公平かに公平かに公平か

3.3.3.3. 好意好意好意好意と友情を深めるかと友情を深めるかと友情を深めるかと友情を深めるか

4.4.4.4. みんなみんなみんなみんなのためになるかどうかのためになるかどうかのためになるかどうかのためになるかどうか

９． ガバナー補佐スピーチ ・・・ 国際ロータリー第2840地区第3分区ガバナー補佐 永井 乙彦

「地区から三つのお願いをお伝えします。一つ目は、3/11(日)14:00

から観音山公園入口第1駐車場付近にてロータリーデーとして桜の記念

植樹を行います。当日はご家族やお友達と一緒にご参加ください。RC

会員全員一人1,000円の負担をお願いします。二つ目は、第3四半期の

IM（Intercity Meeting）を、第1分区の前橋6RCと 4/14(土)の午後

からホテルラシーネ新前橋にて開催する予定です。会員増強と公共イメ

ージをテーマにした会議が2時間半、懇親会が2時間、参加費8,000円

で行う予定です。出席対象者は、会長、幹事、会長エレクト、会員増強

委員長、公共イメージ委員長、親睦委員長、各奉仕プロジェクト委員長

及び入会3年未満の会員で、各クラブ10名以上の参加をお願いします。

三つ目は、会員増強です。高崎RCの今期目標は会員12名増（内1名女性）と関口会長からお聞き

しています。高崎RCは現在9名増ですので、これからも続けて会員増強をお願いします。」

10． 新会員卓話 ・・・ プログラム委員会委員長 高見澤 隆

● 群馬トヨペット株式会社 代表取締役社長 大山 駿作

「当社は設立62年目、社員数約550名、

売上高335億円、全30店舗で車の売買、サービス事業を行っています。

年間国内自動車販売数が現在320万台、2025年には250万台まで減少

することが予測されている中、トヨタは現在の国内トヨタ車販売数150

万台を維持する目標を掲げています。そのために今年から、販売組織の

軸がチャンネル型から地域型のものへと変わりました。現在の車業界は

100年に一度の大変革期を迎えており、それに伴い販売店にも変革が

求められています。販売店が従来の「車を購入する場所」「メンテナン

スする場所」に加えて、さらに“違う何か”を提供できる場所になれる

よう、例えば“移動の楽しさを体験できる場所”“安全を学べる場所”

“地域住民の憩いの場”にしていけるようにこれから知恵を絞っていきたいと思います。」

11． 点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

四つのテスト

事務局・例会場 ホテルグランビュー高崎 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


