
１． 点 鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

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 関口 俊介

● 国際ロータリー第2840地区 ガバナー 田中 久夫

● 前橋中央ロータリークラブ 会長 横山 幸男

幹事 岡田 忠彰

４． 食 事

５． 幹事報告 ・・・ ● 他クラブ例会変更等回覧

● 第1回の理事会報告

第2回 例会 及び クラブ協議会

【第2回 例会】

（敬称略）

（日 時 7/10(月) 点 鐘 12:10 会 場 高崎ビューホテル 司 会 植松 巌）

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． 2017年7月、8月 例会・行事予定（総会資料）

２． 2016-2017年度 決算・監査（総会資料）

３． 2017-2018年度 予算案（総会資料）

４． 年会費（上半期）

● 総会で承認された場合、会費納入（上半期分 120,000円）

● 集金日 7/10(月)   ● 銀行振込の場合、手数料は会員負担

５． 退会

● 日森 敏泰（NTT東日本群馬支店 支店長）･････ 転勤

６． 新会員

● 塚越 良也 社会保険労務士事務所社労企画 代表

職業分類 社会保険労務士 推薦者 市川 豊行、田中 久夫

● 広田 金次郎 株式会社広田住宅センター 代表取締役 職業分類 不動産 推薦者 田中 久夫

● 阿久津 照孝 株式会社ライフプラザパートナーズ シニアファイナンシャルアドバイザー

職業分類 コンサルティング業 推薦者 田中 久夫

● 飯島 哲也 株式会社上毛新聞社高崎支社 支社長 職業分類 新聞 推薦者 樋田 康行

● 小林 誠 NTT東日本群馬支店 支店長 職業分類 通信事業 推薦者 田中 久夫、広瀬 雅美

７． 会員の職業分類

● 樋田 康行 職業の変更に伴い、職業分類の変更

［現在］職業 株式会社上毛新聞社 高崎担当顧問 職業分類 新聞

［変更］職業 賛光商事株式会社 常務取締役 職業分類 スポーツ関連事業

● 職業分類の名称変更（「プロスポーツ」→「スポーツ関連事業」）

対象者 樋田 康行、Ramirez Alexander

８． 高崎RC発行の領収証

● 財団寄付及び米山寄付への領収証発行は廃止

９． 2017-2018年度 ポールジレット奨学生

● 奨学生 川手 里桜（高校2年生）

10． 群馬県薬物乱用防止指導員の任期満了に伴う新規指導員の推薦

● 新規指導員 吉井 宏文

第1回 理事会

（日 時 7/3(月) 11:00 会 場 高崎ビューホテル 司 会 桂川 修一 ）
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11月19日 地区大会までのカウントダウン あと 118 日！

http://takasaki-rc.org/

事務局・例会場 高崎ビューホテル 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

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

阿久澤嘉一 大草良広 大橋進一 金田悦郎 佐藤健司 竹山哲男 富澤謙吉

服部敏雄 村山幸雄 茂木節夫

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

阿久澤嘉一 大草良広 大橋進一 川嶋正靖 佐藤健司 竹山哲男 富澤謙吉

村山幸雄 茂木節夫

【クラブ協議会】

１． クラブ協議会 開会 ・・・ 会長 関口 俊介

２． 2017-2018年度 役員・理事・委員会委員長 就任挨拶

３． クラブ協議会 閉会・点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

６． 委嘱状授与 ・・・ 会長 関口 俊介

● 国際ロータリー第2840地区 2017-2018年度 地区役員・委員委嘱状

○ 地区ガバナー/意義ある業績賞選考委員会委員/地区戦略計画委員会委員：田中 久夫

○ 地区幹事/ロータリー財団監査委員会委員/ロータリーの友地区委員会委員：広瀬 雅美

○ 地区会計長/地区財務委員会委員：上野正人

〇 資金推進委員会委員/年次寄付委員会委員/恒久基金・大口寄付委員会委員：豊田 明美

〇 女性ネットワーク委員会委員：中澤 洋子

〇 青少年交換委員会委員：吉井 宏文 〇 RYLA委員会委員：大河原 吉明

○ 地区副幹事：阿久澤 嘉一、市川 誠二、大草 良広、岡田 千代美、岡本 謙一、金井 克智、

川嶋 正靖、嶋方 智之、神宮 嘉一、竹山 哲男、富山 俊吾、永塚 徹、

佐藤 健司、林 義行、三村 治、矢嶋 真、吉崎 裕

７． 委員会報告 ・・・ ● 公共イメージ委員会委員長 吉井 宏文

薬物乱用防止 in 高崎まつり 8/6(日) 14:00集合

集合場所 高崎市総合保健センター 1Fキッズルーム前

実施場所 高崎まつり会場内

実施内容 啓発用資料を高崎まつり来場者へ配布

８． 出席報告 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

９．ニコニコBOX報告 ・・・ ニコニコBOX委員会委員長 田中 栄司

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

117 117 73 62.39％ 31 104 88.89％

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 岡本謙一

そそそそ のののの 他他他他

阿久澤嘉一 飯塚 均 佐藤健司 関口俊介 竹内 功 田中久夫 根本康弘

逸見早苗 三村 治 森田岳志 矢嶋 真 吉井宏文

（7/10までの寄付累計：163,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：7.41％）


