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前回例会［7/8］報告

本日［7/22］のプログラム
1．点鐘

会長

広瀬雅美

◎在籍年数表彰（12 名）

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
◎2019 年夏季ポールジレット奨学生

会長

広瀬雅美

小倉梨沙さん

4．食事
5．幹事報告

幹事

神宮嘉一

◎上期会費現金納入日。振込は 8/10 まで
6．奨学生挨拶
7．委嘱状授与

会長

広瀬雅美

◎国際ロータリー第 2840 地区 2019-2020 年度 地区役員・
委員委嘱状
◎会員増強・職業分類委員会委員長
［新会員紹介］ 山崎吉郎

川嶋正靖
推薦者：須藤二三男

◎高崎 RC 基金運営委員会委員長

森田岳志

高崎ロータリークラブ基金について
◎青少年奉仕委員会委員長

森田岳志

【7 年】 嶋方智之
【4 年】 石井嘉一 豊田明美 細谷可祝
【3 年】 大河原吉明

小河原義光

【1 年】 坂入悠太

茂木孝雄

◎誕生祝（10 名）
児玉三郎

糸井丈之

長坂資夫

大山充徳

吉井宏文

植松巌

岩崎重雄

横山慶一

小屋かをり
◎結婚記念祝（9 名）
茂木節夫

神宮嘉一

岡本謙一

岩崎重雄

大草良広

市川誠二

品川幸仁

大林俊也

松本憲行

大河原吉明

7 月 30 日（火）地区補助事業 学習塾 HOPE への備品
贈呈について
出席委員会 委員長

小保方由紀子

10．ニコニコボックス報告（前回例会、本日例会）
ニコニコボックス委員会 委員長

上原政弘

＜クラブ協議会＞
2．2019-2020 年度

【15 年】須藤二三男

阿久澤嘉一

8．委員会報告

1．クラブ協議会開会

【35 年】金田悦郎

柳井稔文

2019 年夏季ポールジレット奨学生 小倉梨沙さん

9．出席報告

今月［7月］の表彰・お祝い

会長

広瀬雅美

役員・理事・委員会委員長 就任挨拶

新入会員紹介
7 月入会

村上 文治
有限会社ムラカミ
代表取締役
7 月入会

塚田 雄大

3．クラブ協議会閉会

会長

広瀬雅美

群馬エナジー株式会社

4．点鐘

会長

広瀬雅美

代表取締役

◎会長あいさつ
「ロータリーの輪を広げ、地域に根ざした奉仕をしよう」
いよいよ 2019-2020 年度がスタートいたしました。昨年度は創立 65 周年記
念行事等、多くの事業があり、森田直前会長や役員の皆様のご尽力に深く敬
意を表します。ロータリーに入会して 14 年になりますが、クラブや地区の
活動を通じて学ばせて頂いたことが沢山あります。当たり前のように思って
いた一つ一つの事柄の中にある理由を受け止めつつ、自分自身に問うていき
たいと考えております。高崎ロータリークラブは、地区内最大会員数クラブ
となり、私たちが認識している以上に周囲から注目されるクラブとして、誇
りと自覚を持って名実ともにナンバーワンクラブとなるように積極的に事業
を展開して参ります。どうぞ 1 年間、ご協力をお願い申し上げます。
◎2018-2019 年度決算報告
例会後行われたクラブ総会では、会計の上野正人君より 2018-2019 年度決
算が報告され、承認されました。

第 1 回理事会報告

2019-2020 年度 会長

広瀬 雅美 君

7 月の誕生祝い

〇退会届
〇薬物乱用防止 IN「高崎まつり」の参加について
田中照幸君［（株）ライフネクスト代表取締役社長］
日時：8 月 4 日（日）14 時〜 15 時
会社都合（後任が入会予定）により
集合：高崎市総合医療センター 1 階ロビー
〇新会員推薦
〇報告事項
徳永健太郎氏
①国際奉仕委員会「2019 年夏季ポールジレット奨学生」
勤務先・役名：NTT 東日本群馬支店 支店長
小倉梨沙さん（新島学園高校 2 年）／吉田吉太郎会
職業分類：通信事業
員の孫
推薦者：田中久夫君、広瀬雅美君
7 月 22 日例会に出席
〇「高崎ロータリークラブ基金」について
②本年度実施地区補助金事業「学習塾 HOPE」への備
高崎 RC 基金運営委員会 森田委員長より報告
品納入と塾の授業見学について
〇高崎ユネスコ協会「令和元年度賛助会費納入のお願い」
日時：7 月 30 日（火）16 時
納入額 10,000 円
対象：役員、理事、委員長、青少年奉仕委員
〇高崎ユネスコ協会創立 50 周年記念事業について

野球部

群馬県ロータリークラブ野球大会
2 回戦：8 月 31 日（土）10 時 30 分
VS 前橋対前橋西戦の勝者
準決勝：9 月 28 日（土）8 時 30 分
VS 富岡対沼田戦の勝者
決勝：9 月 28 日 10 時 30 分
VS 宿敵伊勢崎中央（予想）
場所：桃の木川グラウンド（前橋）

山岳会

第 2 回山行『初夏の上高地』
7 月 6 日（土）
、梅雨の晴れ間に…とはなり
ませんでしたが、雲の切れ間に穂高連峰を
望む初夏の上高地へ。今回は梓川沿いを明
神池まで歩く半日トレッキングでした。途
中、
嘉門次小屋で名物「岩魚の骨酒」を頂き、
帰路、白骨温泉でお湯に浸かり、心も体も
リフレッシュした山行となりました。

