
2018年6月11日発行

高崎ロ-タリ-クラブ

第2840地区 第41号

１． 点鐘 ・・・ 会長エレクト 森田 岳志

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 ・・・ 会長エレクト 森田 岳志

● 国際ロータリー第2840地区ガバナー 田中 久夫

● 2018学年度米山奨学生 シャンバック アシュリー ジーン

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

● 会員名簿の誤植について（P4 在籍年数の日付）

誤：2017年3月31日付 → 正：2018年3月31日付

７． 委員会報告 ・・・ 幹事 桂川 修一

● 新会員紹介 ・・・ 会員増強・職業分類委員会委員長 吉崎 裕

〇 小林 政夫 セコム上信越株式会社 執行役員 職業分類 警備 推薦者 田中 久夫

● 先日発表した釣行の日程変更について ・・・ 釣り部 清水 正爾

6/16(土)から6/23(土)に変更。マリエールの駐車場に集合して14:30出発、翌朝2:00

申込先・お問い合わせ先 清水 正爾 または 田中 栄司まで

（日 時 6/4(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6月、7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

● ラミレス・アレックス 群馬県観光特使・横浜DeNAベイスターズ 監督 ・・・ 一身上

● 小林 正巳 小林正巳税理士事務所 所長 ・・・ 一身上

● 南雲 正 株式会社エース総合保険 代表取締役 ・・・ 一身上

３． 新会員推薦

● 坂入 悠太 株式会社美喜仁 専務取締役 職業分類 寿司料理 推薦者 広瀬 雅美

● 茂木 孝雄 有限会社孝鮨 代表取締役 職業分類 寿司料理 推薦者 小泉 健

● 福村 好二 有限会社バース 代表取締役 職業分類 印刷企画 推薦者 金井 克智

● 小此木 能信 株式会社トーエー商会 代表取締役副社長 職業分類リネンサプライ業 推薦者 金井 克智

４． 2017-2018年度地区大会 収支報告について（地区大会実行委員会会計 桑原 幸雄から）

沢山の方々のご協力によって、66,464円の黒字

５． 高崎市暴力追放推進協議会「平成30年度通常総会の開催」について

日時 7/3(火) 15:00～16:40 場所 高崎市総合保健センター2階第1会議室

関口会長が出席予定

６． 国際奉仕委員会・2018年夏季ポールジレット奨学生募集について

申込者4名 6/8(金)の選考会議で選出する

（敬称略）（日 時 6/4(月) 開 始 11:30 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 桂川 修一）

第12回 理事会

第41回 例会



在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰 岡本謙一 細田知宏 矢嶋 真

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 佐藤弘之 清水正爾 嶋方智之 細田知宏 小保方由紀子

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 桂川修一 嶋方智之 関口俊介 針山秀樹

そそそそ のののの 他他他他

市川哲名 植松 巌 桂川修一 神澤利之 神宮嘉一 須藤二三男

関口俊介 高見澤隆 治田芳久 茂木節夫 矢嶋 真 阿久津照孝

柳井稔文

（6/4までの累計：2,146,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：97.55％）

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 金井克智 金田悦郎 小泉 健 小林 誠 須藤二三男

豊田明美 服部敏雄 細谷可祝 茂木節夫 矢嶋 真 阿久津照孝

柳井稔文

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 金井克智 小泉 健 小林 誠 治田芳久 須藤二三男

細谷可祝 茂木節夫 森田岳志 矢嶋 真 阿久津照孝

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

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

131 131 66 50.38％ 42 108 82.44％

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

2018年4月入会

松葉松葉松葉松葉 憲二憲二憲二憲二

株式会社ジェイ

コムイースト

群馬局 局長

８． 会長行事

● 在籍年数表彰 ・・・ 副幹事 豊田 明美

深堀 達義(28年)、糸井 丈之(24年)、芝崎 勝治(18年)、

岡本 謙一(6年)、矢嶋 真(6年)、大澤 博史(3年)、

細田 知宏(3年)、天田 朝憲(2年)、佐藤 栄一(2年)

● 誕生祝・結婚記念祝 ・・・ 親睦委員会委員 石原 理沙

誕生祝：清水 正爾、嶋方 智之、新井 徳治、細田 知宏、

林 和弘、大澤 博史、小保方 由紀子、佐藤 弘之、

高橋 琢

結婚祝：糸井 丈之、関口 功、関口 俊介、桂川 修一、

山中 清之、嶋方 智之、阿久澤 嘉一、善如寺 信哉、

逸見 早苗、針山 秀樹、鏡山 愛理

9． 出席報告 ・・・ 副幹事 豊田 明美

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 ・・・ 副幹事 豊田 明美

13. 役員・理事・委員長退任挨拶 ・・・ 副会長 治田 芳久、直前会長 丸山 和久、親睦委員長 矢嶋 真、

SAA 茂木 節夫、会計 桑原 幸雄、ロータリー情報委員長

須藤 二三男、プログラム委員長 高見澤 隆、幹事 桂川 修一

14. 点鍾 ・・・ 会長エレクト 森田 岳志

新会員紹介


