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会長／広瀬雅美
幹事／神宮嘉一 SAA ／ 富山俊吾
公共イメージ委員会／
中澤洋子 大澤博史 樋田康行 中村ひろみ
久米貴久 石原理沙 松葉憲二
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前回例会［9/2］報告

本日の例会［9/9］のプログラム

ニコニコボックス寄付
阿久澤茂

小保方由紀子

誕生祝

阿久澤茂
柳井稔文

永塚徹 中村ひろみ
吉井良弘

広瀬雅美

田中久夫

三村治

結婚記念祝 大山駿作

その他

樋田康行

深野清一
丸山和久

阿久澤嘉一 小林政夫 品川幸仁 嶋方智之 関口俊介
竹山哲男 松葉憲二 松本憲行 丸山和久 柳井稔文

寄付目標 2,300,000 円

◎在籍年数表彰（8 名）
【34 年】佐藤 和徳
【18 年】深野 清一
【5 年】小泉 裕美

永塚 徹

【3 年】小保方 由紀子
【2 年】喜多本 博

鏡山 愛理

鈴木 宏子
◎誕生祝（13 名）
服部 敏雄

丸山 和久

関口 功

吉井 良弘

広瀬 雅美

阿久澤 茂

北村 久美子

永塚 徹

山田 由紀子

柳井 稔文

横地 宏紀
中村 ひろみ

飯島 哲也
◎結婚記念祝（7 名）
田中 久夫

阿久澤 茂

三村 治

大山 駿作

樋田 康行

紋谷 直幸

中川 徹

ロータリー財団寄付

在籍年数
表彰

永塚徹

今月［9 月］の表彰・お祝い

9 月 2 日の寄付額 87,000 円／累計額 506,000 円（達成率 22.00%）

阿久澤嘉一 天田朝憲 大澤博史 大山駿作
金田悦郎 神澤利之 小林政夫 佐藤健司
永塚徹 服部敏雄 林義行 原澤秀樹
細谷可祝 森田岳志

米山記念奨学会寄付
阿久澤茂 阿久澤嘉一 天田朝憲 大澤博史
大山駿作 金井裕 小林政夫 崎山譲治
永塚徹 服部敏雄 林義行 細谷可祝

【会長の日：広瀬雅美会長】
今月は「ロータリーの友月間」です。ロータリアンは、ロータリーの
雑誌を読む義務があります。日本では 1952 年 7 月に 2 地区に分かれ
とき、お互いの情報がわかるように「ロータリーの友」が創刊されま
した。地区「ロータリーイメージアップ運動」としてしののめ信用金
庫さん高崎信用金庫さんにロータリーの友を置いてもらうことになり
ました。
出席報告

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
会長 広瀬雅美
●NPO 法人学習塾 HOPE 代表 髙橋寛 様
４．食事
５．幹事報告
神宮嘉一
●在籍年数表彰記念品について
６．委員会報告
●会員増強・職業分類委員会委員長
川嶋正靖
［新会員紹介］ 安藤義之 君
推薦者：関口俊介
●ロータリー財団委員会委員長
大草良広
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 6 吉井良弘 君
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 2 岡田千代美 君
ポール・ハリス・フェロー 石井嘉一 君
７．出席報告
出席委員会委員長 小保方由紀子
８．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
９．本年度実施地区補助金事業報告
10．学習塾 HOPE より高崎 RC へ感謝状の贈呈
11．ゲスト卓話
NPO 法人学習塾 HOPE 代表 髙橋寛 様
演題「 無料学習支援の今 ＊子どもの未来を地域で支える＊」
12．点鐘
会長 広瀬雅美

【2019 学年度米山奨学生 劉雪爍さん】
群馬大学大学院生の留学生として、大学の教育制度や群馬暮らしの良
さを紙面で伝えることが出来ました。奉仕の心を忘れずにこれからも
頑張ります。

総員

出席計算に
用いた会員数

出席者

会場
出席率

メーク
アップ

週間
出席者

週間
出席率

138

138

89

64.49%

3

92

66.67%

9 月誕生祝の皆さん

第 3 回理事会報告
〇地区「「ロータリーイメージアップ運動」に伴う、
「ロー
タリーの友」誌の金融機関への設置について
設置先：しののめ信用金庫、高崎信用金庫、
横浜銀行高崎支店
※「ロータリーの友」誌の回収：毎月第１例会にて、
一読後に不要の場合は例会場に残していただく。
〇高崎 RC 基金令和元年度基金 応募者の審査結果
申込：11 件、 審査通過：9 件

〇クラブ交流推進特別委員会
9/23（月）台中港区ロータリークラブのメーク訪問
〇高崎芸術劇場開館セレモニーについて
［開館セレモニー］9/20（金）11 時より
［レセプション］12 時より
［ 開館記念演奏会］14 時より

委員長連絡会議報告①
〇出席委員会
出欠の返信率が高まっているが、連絡の取れない人
が数名いる。9/9 出欠システム講習会開催
〇親睦委員会
9/2 親睦委員会、9/9 出欠システム講習会、9/30 月
見例会、11/2 ボーリング大会、10/21 例会後親睦
委員会開催
〇プログラム委員会
10/21 会員卓話予定

〇会員増強委員会
新会員の掘り出しに向けて動く。高崎 RC にふさわ
しい人を推薦してもらいたい。
高崎 RC 概要書に例会出席 50％以上、4 回連続で欠
席はダメ、RC 財団、米山、ニコニコの寄付に関す
る記載を追記してある。
〇職業奉仕委員会
10/21 ビジネス研究会 外部講師としてセコムに打
診、親睦委員会と日程調整のこと

