
第5回 例会

（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． 2017年8月、9月 例会・行事予定（総会資料&高崎RCホームページ参照）

２． 新会員

● 喜多本 博 株式会社高崎不動産 代表取締役 職業分類 不動産 推薦者 茂木 節夫

● 鏡山 愛理 鏡山愛理税理士事務所 所長 職業分類 税理士 推薦者 関口 俊介

● 鈴木 宏子 共和産業株式会社 代表取締役社長 職業分類 精密機器製造 推薦者 長井 友之

３． ガバナー事務所より九州北部集中豪雨被害義捐金募集のお願い

● 寄付金目安 会員一人あたり1,000 円 締切 8月末まで

４． 公益財団法人ロータリー米山奨学会より 財団設立５０周年記念式典のご案内

日時 2018年2月4日(日) 受付開始 9:30

会場 グランドニッコー東京 台場 登録料 会員・家族 10,000 円、学友・奨学生 5,000 円

５． たかさき雷舞フェスティバル実行委員会より「第14回たかさき雷舞フェスティバル」への協賛のお願い

● 昨年度 50,000円 今年度 100,000 円

６． 第21回高崎観音山万灯会実行委員長・慈眼院住職より万灯会協賛のお願い

● 協賛依頼内容 灯篭を2基(20,000 円)奉納

※ 協賛承認の場合、灯篭２基に記す祈願内容（世界平和）の決定

７． 地区大会キャラバン隊

● キャラバン担当 地区大会実行委員会広報 豊田 明美

※ ガバナー公式訪問例会時に地区大会キャラバンを行う 高崎RC会員は必ず一回は参加

８． ガバナー公式訪問合同例会・懇親会について（9月3日(日) 高崎ビューホテル）

● ６RC合同例会 14:15～16:00 ２F HARUNA

● 各クラブの会員組織強化策と公共イメージ戦略発表 16:20～17:35 ２F HARUNA

● 各クラブ写真撮影 17:35～18:15 ３F 写場

● 合同懇親会 18:30～20:00 ３F あかぎ

９． 高崎マーチングフェスティバル協会よりパレード・フロアドリル観覧のご招待

● マーチングパレード 10月29日(日)10時スタート シティギャラリー前

● フロアドリル 10月29日(日)11時30分～15時30分予定 高崎アリーナ

10． 事務局夏季休暇について

● 2017年8月14日(月)～16日(水) 緊急連絡先 幹事 桂川 修一

第2回 理事会

（日 時 8/7(月) 開 始11:30 会 場 高崎ビューホテル 司 会 桂川 修一 ）

（敬称略）（日 時 8/7(月) 点 鐘 12:10 会 場 高崎ビューホテル 司 会 桂川 修一）

１． 点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

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 関口 俊介

● 2017学年度米山奨学生 韓 婷

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

●「ロータリーの友」8月号『クラブを訪ねて』掲載

● ビジタースピーチ ・・・ 韓 婷
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11月19日 地区大会までのカウントダウン あと 99 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

７． 委員会報告・表彰 ・・・ 幹事 桂川 修一

● 2018年6/23-27 RI国際大会の紹介 ・・・ 地区担当副幹事 矢嶋 真

● 8/6(日)高崎祭りにおける薬物乱用防止啓発活動報告 ・・・ 公共イメージ委員長 吉井 宏文

● 8/21(月)富岡RC練習試合参加者募集(クラブ会報第3号参照) ・・・ 野球部監督 高橋 浩之

● 9/23(祝)海釣り参加者募集(クラブ会報第4号参照) ・・・ 釣り部部長 清水 正爾

● ロータリー財団表彰 ・・・ 幹事 桂川 修一

〇 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー1 大橋 進一

● 米山功労者表彰 ・・・ 米山奨学委員会委員長 川嶋 正靖

〇 第2回米山功労者 大橋 進一

８． 会長行事

● 在籍年数表彰 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

堀越 芳春(32年)、茂木 晴男(27年)、関口 功(20年)、船水 康宏(19年)、大橋 進一(15年)、

阿久澤 茂(12年)、茂木 節夫(11年)、植松 巌(6年)、神澤 利之(6年)、吉崎 裕(6年)、

江畑 晴彦(3年)、岡田 千代美(3年)、北村 久美子(3年)、佐藤 健司(3年)、竹山 哲男(3年)、

林 和弘(3年)、横地 宏紀(3年)、小泉 健(2年)、片山 政明(1年)

● 誕生祝・結婚記念祝 ・・・ 親睦委員会委員 天田 朝憲

誕生祝：川手 義昭、長井 友之、大橋 進一、上野 正人、飯塚 均、南雲 正、江畑 晴彦、

野口 智宏、渡辺 竜也、久米 貴久、広田 金次郎

結婚祝：林 義行、野口 智宏

9． 出席報告 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

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. 会長の日 ・・・ 会長 関口 俊介 「会長の自己紹介」

12. 点鍾 ・・・ 会長 関口 俊介

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

122 122 69 56.56％ 29 98 80.33％

在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰

植松 巌 大橋進一 岡田千代美 神澤利之 小泉 健 竹山哲男 船水康宏

堀越芳春 茂木節夫 茂木晴男

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 飯塚 均 江畑晴彦 大橋進一 川手義昭

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 林 義行

そそそそ のののの 他他他他 金井克智 関口俊介 丸山和久 森田岳志 吉井宏文

（8/7までの累計：299,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：13.59％）

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

天田朝憲 岡田千代美 金井克智 丸山和久 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

天田朝憲 岡田千代美 金井克智 川嶋正靖 関口俊介 茂木節夫 森田岳志

吉井宏文

塚越塚越塚越塚越 良也良也良也良也

社会保険労務士

事務所社労企画

代表

広田広田広田広田 金金金金次郎次郎次郎次郎

株式会社広田

住宅センター

代表取締役

阿久津阿久津阿久津阿久津 照照照照孝孝孝孝

株式会社ﾗｲﾌ

ﾌﾟﾗｻﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

ｼﾆｱﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

小林小林小林小林 誠誠誠誠

NTT東日本

群馬支店

支店長

新新新新

会会会会

員員員員

紹紹紹紹

介介介介


