
※1

一会員あたり＄150×会員数
※2

一会員あたり＄30×会員数
※3

一会員あたり13,000円×会員数

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

128 128 69 53.91％ 34 103 80.47％

在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 森田岳志

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 吉田吉太郎

そそそそ のののの 他他他他

市川哲名 岡本謙一 桂川修一 桑原幸雄 高見澤隆 立原寿一

羽鳥修司 森田岳志 紋谷直幸 須藤二三男

（3/19までの寄付累計：1,784,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：81.09％）

ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団

寄付寄付寄付寄付

大草良広 桂川修一 金田悦郎 竹山哲男 豊田明美 須藤二三男

（3月までの財団年次寄付累計:＄9012.32 年度目標
※1

:＄19050 達成率:47.31 ％）

（3月までの財団ポリオ寄付累計:＄560.35 年度目標
※2

:＄3810 達成率:14.71％）

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

大草良広 川嶋正靖 関口俊介 竹山哲男 須藤二三男

（3月までの米山特別寄付累計:936,000 円 年度目標
※3

:1,651,000 円 達成率:56.69％）

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

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

● 3/11(日)ロータリーデーの報告

６． 委員会報告

● 米山功労者表彰 ・・・ 米山奨学委員会委員長 川嶋 正靖

〇 第1回米山功労者 神宮 嘉一

● 新会員紹介 ・・・ 会員増強・職業分類委員会委員長 吉崎 裕

〇 田中 照幸 株式会社メモリード 取締役 ホテル・レストラン

事業部長 兼 ホテルグランビュー高崎統括支配人

職業分類 ホテル 推薦者 関口 俊介

● 会長エレクト・次年度幹事セミナー（PETS・SETS）の報告 ・・・ 会長エレクト 森田 岳志

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32回 例会

（敬称略）（日 時 3/19(月) 点 鐘 12:10 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 桂川 修一）

2018年3月26日発行

高崎ロ-タリ-クラブ

第2840地区 第32号



http://takasaki-rc.org/

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

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

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

2018年1月入会

立原立原立原立原 寿一寿一寿一寿一

朝日生命保険相互

会社群馬支社

支社長

2018年1月入会

井上井上井上井上 正春正春正春正春

菊屋株式会社

専務取締役

2018年3月入会

田中田中田中田中 照幸照幸照幸照幸

ホテルグラン

ビュー高崎

統括支配人

新会員

紹介

「当社は設立が昭和25年、富岡駅近隣に本社を構え、公共施設、医療施設、

福祉施設、事務所、店舗、テナントビル、工場、倉庫、一般住宅に至る

まで、総合建設業を行っています。大学卒業後、大手ゼネコンに就職し、

現場監督から事務積算業務まで修行を積んだ後、当社に入社。さらに経験

を積んで平成11年に代表取締役に就任しました。当社は、社会に奉仕する

ことによる顧客の信頼が最高の財産と考え、常に高い技術力の維持・向上と

品質のレベルアップを図っています。一般住宅をはじめ商業店舗、中高層

建築、公共事業(公営住宅、学校舎、公共病院)にいたる形態には、確かな

ノウハウと綜合企画力が不可欠です。時代の背景や社会環境の激変する中、

3/17(土)-18(日) 伊香保温泉福一にて、会長エレクト・次年度幹事

セミナー（PETS・SETS）が行われました。初日は次年度RIテーマ

「インスピレーションになろう」そして次年度地区運営方針「クラブ

を元気に、世界に奉仕を、みんなで回そうロータリーの輪」について、

宮内ガバナーエレクトから学びました。その後、田中ガバナーをはじ

めとする地区の役員の方々からロータリーについての大切な課題に

ついて訓練を受けました。夜はクラブを越えての懇親会。各会長エレ

クトや次年度幹事同士で親睦を深めることができました。翌日は各

クラブの会長エレクトから次年度に向けての力強い抱負が発表され、

次年度に向けての思いを各々が新たにすることができました。

９． 新会員卓話 ・・・ プログラム委員会委員長 高見澤 隆

● 佐藤産業株式会社 代表取締役 佐藤 克佳

お客様のニーズの変化にも素早く対応するため、当社は、最新の情報と高い技術力を駆使したローコスト

で高品質の住まい造りを提供しています。お客様のご要望に基づき土地活用のビジョンも展開、人と地域

の最適空間をトータルプロデュースしています。もしご興味のある方がいましたらお声がけください。」

10． 点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

会長エレクト・次年度幹事セミナー（PETS・SETS）


