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前回例会［8/5］報告
【2019 学年度米山奨学生 劉雪爍さん 】
5 月に開催された群馬大学の留学生弁論大会で最優秀賞をいただきました。
薬物防止のボランティアにも参加ができてとても光栄です。ありがとうござ

本日の例会［8/26］のプログラム
1．点鐘

会長

広瀬雅美

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
◎高崎市教育委員会

会長

教育長

広瀬雅美

飯野眞幸 様

梅山哲 様【高崎北 RC】

◎前橋中央ロータリークラブ 直前会長

井上芙美子 様

奉仕プロジェクト委員会副委員長
教頭 生方一徳 様

教諭 野村和弘 様

青木大輔 様

◎2019 年夏季ポールジレット奨学生

小倉梨沙さん

4．食事
◎インターアクトクラブ発足式、第 3分区ガバナー補佐訪問
6．奨学生報告
2019 年夏季ポールジレット奨学生

小倉梨沙さん

7．委員会報告
出席委員会委員長

小保方由紀子

9．ニコニコボックス報告 ニコニコボックス委員会委員長 上原政弘
高崎支社長 針山秀樹

11．ガバナー補佐スピーチ
国際ロータリー第 2840 地区 2019-2020 年度
梅山哲 様

12．高崎市立高崎経済大学附属高等学校インターアクトクラブ発足式
会長

広瀬雅美

吉崎裕

岡田千代美
佐藤健司
横地宏紀

【4 年】小泉健
【3 年】片山政明
【2 年】塚越良也

広田金次郎

阿久津照孝
【1 年】福村好二

飯島哲也
小此木能信

小宮良一

新井典子

仲澤賢一

松本憲行

◎誕生祝（8 名）
川手義昭

長井友之

上野正人

江畑晴彦

野口智宏

久米貴久

広田金次郎

土屋清

野口智宏

見ていただきたいので病院や会社など、置いてもらえる場所がありました
ら、御紹介ください。

第 2 回理事会報告
〇退会届
大山充徳君［大山眼科院長］ 自己都合により
針山秀樹君［損保ジャパン日本興和㈱高崎支社長］
会社都合により
〇新会員推薦
安藤義之氏
勤務先・役名：㈱メモリード 執行役員 本社統括部長
職業分類：葬祭業
推薦者：関口俊介君
〇「日本のロータリー 100 周年記念ピンバッジ」頒布申込
定価 200 円／高崎 RC で購入

薬物乱用防止啓発活動

◎結婚記念祝（3 名）

新入会員紹介

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

13．点鐘

神澤利之

北村久美子

林義行

10．退会挨拶

第 3 分区ガバナー補佐

広告を入れて予算の不足分を負担しているのが現状です。一般の方々にも、

【13 年】茂木節夫

5．幹事報告

8．出席報告

は会員さんからの投稿になっています。95,000 部制作して 1 冊あたり 200 円。

竹山哲男

生徒 清水愛恵 様 富澤真紀子 様 綿貫栞 様 池田羽乃 様
塚越隆一郎 様

読んでください。横書きページは RI からの指定記事や特集、縦書きページ

【14 年】阿久澤茂

横尾通世 様

◎高崎市立高崎経済大学附属高等学校

神原潔志郎 様

り、沢山の時間を費やしているので、皆さんも忙しいと思いますが、ぜひ

【5 年】江畑晴彦

◎高崎東ロータリークラブ

校長 濱野雅樹 様

「ロータリーの友」の地区ロータリー代表委員を務めています。制作にあた

【29 年】茂木晴男

【8 年】植松巌

います。
【会長の日：広瀬雅美会長】

【34 年】堀越芳春

【21 年】船水康宏

森田高史 様【伊勢崎 RC】

第 3 分区ガバナー補佐

◎在籍年数表彰（27 名）

【22 年】関口功

◎国際ロータリー第 2840 地区 2019-2020 年度
ガバナー

今月［8 月］の表彰・お祝い

山﨑健

8 月 4 日の高崎まつりに合わせ、「あらゆ
る薬物乱用をなくそう」を合言葉に広く

7 月入会

市民を対象にした薬物乱用防止啓発活動

徳永 健太郎

が行われました。警察や他団体と協力し

NTT 東日本群馬支店

日は猛暑日でしたが、多くの参加で有意

支店長

て約 3000 人にティッシュなどを配布。当
義な啓発活動を行うことができました。

〇高崎マーチングフェスティバル協会より協賛依頼
30 回記念大会へ例年どおり 20,000 円の協賛
〇高崎観音山万灯会実行委員会より協賛依頼
第 23 回万灯会へ例年どおり灯篭 2 基（20,000 円）奉納
〇（公財）群馬県ボーイスカウト振興財団より会費納入
前年度と同様に法人賛助会費 1 口（10,000 円）納入
〇高崎ユネスコ協会創立 50 周年記念式典・授賞式
［記念式典］11/30（土）13 時、ホワイトイン高崎
［祝賀会］ 同日 16 時 30 分、ホワイトイン高崎
会長が出席予定

