
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． 食事

６． 幹事報告 ・・・ 幹事 桂川 修一

● 理事会報告

● 他クラブ例会変更等回覧

● 「地区会員増強セミナー」事前アンケートへの協力依頼

全会員に回答いただくようにお願いが来ていますので

アンケート記入後、受付の回収箱に入れてください

７． 委員会報告 ・・・ 幹事 桂川 修一

● ロータリー米山奨学生世話クラブ・カウンセラー委嘱状授与 ・・・ 米山記念奨学委員会副委員長 石井 嘉一

〇 カウンセラー 広瀬 雅美

（日 時 4/2(月) 点 鐘 12:10 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 桂川 修一） （敬称略）

理事会理事会理事会理事会で承認されたで承認されたで承認されたで承認された事項事項事項事項

１． 2018年4月、5月 例会・行事予定（総会資料&高崎RCホームページ参照）

２． 退会届

● 酢谷 佳尚 東京ガス株式会社群馬支社 支社長 ・・・ 転勤

３． 新会員推薦

● 松葉 憲二 株式会社ジェイコムイースト群馬局 局長 職業分類 ケーブルテレビ事業 推薦者 金井 克智

４． 2018-2019年度地区研修・協議会について

日時 5/13(日) 受付 9:00 研修・協議会 10:00～17:15 懇親会 17:30～19:00

会場 東洋大学板倉キャンパス 対象者 次年度会長、幹事、委員長10名、地区役員4名（計16名）

登録料 ひとり7,000円（クラブ負担、地区役員はご招待につき不要）

５． 本年度の財団年次寄付と米山特別寄付について

3月末の達成率は財団年次寄付が50.92％、米山特別寄付が61.02％

年度末に向けて各会員にご協力をお願いする

６． 特定非営利活動法人高崎子ども劇場主催事業「とびだせ！あそびやストリート計画～猫とねずみのものがたり

街中探検第一弾～」の協賛金について

事業の目的 あそびを通して子どもの人とかかわる力、創造力を育てる。街中を探検することで色々な店や

路地裏など、街の楽しさを発見する。

実施時期 2018年4月または5月頃

高崎RCとして100,000円 協賛する。

７． 新規米山奨学生世話クラブ受諾について

〇 新規米山奨学生カウンセラー 広瀬 雅美

〇 新規米山奨学生 シャンバック・アシュリー・ジーン

国籍 米国 性別 女 1989年10月20日生 大学 東京福祉大学

修士２年 臨床心理学専攻 奨学期間 2018年4月～2019年3月

８． RC事務局IT化のための新会社設立への支援のご案内

高崎RCの導入済ソフトを新会社が実費で買取りバージョンアップさせ、

全国のRCの事務軽減に役立つソフトの普及を目的とする。

代表 林 義行 出資金 一口 500,000円

９． 高崎市国際交流協会役員について

歴代クラブ会長が就任。今年も継続して就任する。

10． ポールジレット奨学生について

例年通り、高崎RC会員の子を対象に募集を開始する。

（敬称略）（日 時 4/2(月) 開 始 11:30 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 桂川 修一）
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在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰 神宮嘉一 富山俊吾 根本康弘 羽鳥修司 吉井良弘

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 神澤利之 小泉 健 佐藤克佳 佐藤健司

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 植松 巌 遠藤康弘 大澤博史 金井克智 広瀬雅美 深堀達義 森田岳志

そそそそ のののの 他他他他 阿久澤嘉一 阿久津照孝 石井嘉一 吉井宏文 吉崎 裕

（4/2までの累計：1,857,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：84.41％）

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

石井嘉一 植松 巌 大草良広 桂川修一 阿久澤嘉一 須藤二三男

金田悦郎 細田知宏 茂木節夫 吉崎 裕 中村ひろみ

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

植松 巌 大草良広 桂川修一 神澤利之 吉崎 裕 須藤二三男

関口俊介 細田知宏 茂木節夫 森田岳志 阿久澤嘉一 中村ひろみ

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

新

会

員

紹

介

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 67 52.76％ 36 103 81.10％

● RI2840地区野球大会準決勝・決勝について ・・・ 親睦委員会委員長 兼 野球部会計 矢嶋 真

日程 5/19(土)に決定 場所 桐生市内のグラウンド 詳細は後程

８． 会長行事

● 在籍年数表彰 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

吉田 吉太郎(42年)、羽鳥 修司(31年)、吉井 良弘(19年)、

根本 康弘(16年)、富山 俊吾(9年)、上野 正人(8年)、

神宮 嘉一(8年)、新井 徳治(3年)、ラミレス・アレックス(3年)、

加藤 渉(2年)

● 誕生祝・結婚記念祝 ・・・ 親睦委員会委員 上原 政弘

誕生祝：堀越 芳春、神澤 利之、佐藤 健司、佐藤 克佳、

市川 誠二、小泉 健

結婚祝：服部 敏雄、堀越 芳春、深堀 達義、船水 康宏、森田 岳志、

広瀬 雅美、金井 克智、植松 巌、大澤 博史、髙瀬 和利、

片山 政明、中村ひろみ、遠藤 康弘、佐藤 弘之、広田金次郎

9． 出席報告 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

10． ニコニコBOX報告 ・・・ ニコニコBOX委員会副委員長 大草 良広

11． ロータリー財団報告 ・・・ ロータリー財団委員会委員長 神宮 嘉一

12． 米山記念奨学報告 ・・・ 米山記念奨学委員会副委員長 石井 嘉一

13. 会長の日 ・・・ 会長 関口 俊介

「週末、井野川サイクリングロードで1時間半ほどジョギングをしています。先日は鮮やかな

カワセミや満開の桜を見ることができました。自然の中をゆっくり走っていると、普段では

気づけないことを改めて発見することができます。これからもこのような時間を大切にして

いきたいと思います。」

14. 点鍾 ・・・ 会長 関口 俊介

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


