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高崎ロ-タリ-クラブ

第2840地区 第37号

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 73 57.48％ 32 105 82.68％

※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

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

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 片山政明

そそそそ のののの 他他他他
高見澤隆

（4/23までの寄付累計：1,934,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：87.91％）

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 桂川修一 竹山哲男 豊田明美

（4月までの財団年次寄付累計:＄11694.91 年度目標
※1

:＄19050 達成率:61.39％）

（4月までの財団ポリオ寄付累計:＄569.97 年度目標
※2

:＄3810 達成率:14.96％）

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

竹山哲男 富山俊吾

（4月までの米山特別寄付累計:1,200,000 円 年度目標
※3

:1,651,000 円 達成率:72.68％）

１． 点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

２． ロータリーソング ・・・ 手に手つないで

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

● NPO法人高崎子ども劇場 理事長 高見澤 佳子

事務局長 吉田 まさ子

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

● 金沢百万石RC周年記念行事参加報告

● 茶の湯研修会 席主 群馬県茶道会会長 鈴木 猶仙 （高崎北RC）

日時 6/3(日)11: 00～13:00 場所 高崎白衣大観音「一路堂」 参加費 4,000円(お茶・食事付)

６． 委員会報告

● 館林RC周年記念行事参加報告 ・・・ 次年度幹事 金井 克智

● 野球部の監督後任人事について ・・・ 野球部 矢嶋 真

4/25(水)ホテルグランビューで決定予定

● 新会員紹介 ・・・ 会員増強・職業分類委員会委員長 吉崎 裕

〇 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

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

（敬称略）（日 時 4/23(月) 点 鐘 12:10 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 豊田 明美）

第37回 例会



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

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

今年最初の釣行を下記のように行います。参加希望者は現在14名ですが、

まだ空きがありますので、希望者は5/30(水)までにお申し込みください。

日時 平成30年6月16日(土)14:30集合出発・翌朝2時頃帰高

（集合場所は参加者にお知らせ致します。）

獲物 新潟県寺泊港沖・釣り船の漁火の下で（ムギイカ）

費用 (1)交通費 5,000円, (2)貸し竿代 2,000円, (3)釣り針・ランプ

3,000円位(現地で購入), (4)夕食(各自コンビニ等で調達)

申込先・お問い合わせ先 清水正爾または田中栄司まで

4/23(月)、魚としにおいて山岳部の設立総会が行われました。部長に根本

康弘会員、副部長に植松巌会員が、世話人に船水康宏会員と田中久夫会員がそれ

ぞれ就任しました。根本部長から登山の装備についてレクチャーがあり、早くも

春の山行の話も出て、和気あいあいとした雰囲気でのスタートとなりました。

これから夏山の季節になりますので、初心者から登山歴ウン十年のベテランまで

21人の部員で、安全に心掛けて楽しい山の旅に出かけていきたいと思います。

まだまだ部員も募集しておりますので、ご興味のある方はぜひご参加ください！

９． ゲスト卓話 ・・・ 副幹事 豊田 明美

● NPO法人高崎子ども劇場 理事長 高見澤 佳子 事務局長 吉田 まさ子

『遊びと文化で子どもの未来を創る ～ NPO法人高崎子ども劇場』

10． 点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

「高崎子ども劇場は、1972年900名の会員で発足しました。“子供に夢

を たくましく豊かな想像性を”のスローガンのもと、全国各地に設立が

始まりました。この会は、すべての子どもたちの遊びや芸術文化の体験の

場づくりと、子どもの自主的な活動を支援し、子どもが豊かに育つ権利の

保障と子どもの健全育成を目的としています。具体的には、劇を見たり

音楽を聴いたりしながらドキドキ・ワクワク感じる心を育てる活動、思い

きり遊ぶ体験を通して自分を好きになり、人間関係を築く力を育てる活動、

そして子どもたちが人間らしく生きるために、子どもの文化活動を進める

活動を行っています。会員をいつでも募集していますのでご興味のある方

はぜひご参加ください。」

山岳部設立総会

釣り部会よりお知らせ


