
第8回 例会

（敬称略）

（日 時 8/28(月) 点 鐘 12:10 会 場 高崎ビューホテル 司 会 植松 巌）

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

● 国際ロータリー第2840地区RYLA委員会委員長 三澤 俊之

● 安中ロータリークラブ会長 松岡 将之

● RYLA実行委員長 三好 建正

● 前橋東ロータリークラブ会長 足立 進

● 前橋東ロータリークラブ幹事 新井 照秋

● 2017年夏季ポール・ジレット奨学生 川手 里桜

４． 食事

５． 幹事報告 ・・・ 幹事 桂川 修一

● 他クラブ例会変更等回覧

● RYLA実行委員会から10/28(土)-29(日) ライラ—セミナーのご案内

・・・ RYLA委員会委員長 三澤 俊之

安中ロータリークラブ会長 松岡 将之

RYLA実行委員長 三好 建正

● ビジタースピーチ「オーストラリアでの留学体験について」

・・・ 2017年夏季ポール・ジレット奨学生 川手 里桜

６． 委員会報告

● 新会員紹介 ・・・ 会員増強・職業分類委員会委員長 吉崎 裕

〇 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

〇 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

７． 出席報告 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

８． 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

125 125 72 57.6％ 36 108 86.4％

在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰 阿久澤茂 大澤博史 片山政明

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 上野正人 大澤博史 久米貴久

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝

そそそそ のののの 他他他他

安中ロータリークラブ３名 前橋東ロータリークラブ２名 氏名未記入1名

石井嘉一 川手義昭 桑原幸雄 嶋方智之 関口俊介 豊田明美 樋田康行

永塚 徹 三村 治

（8/28までの寄付累計：363,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：16.5％）
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11月19日 地区大会までのカウントダウン あと 77 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
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９． 新会員卓話 ・・・ プログラム委員会委員長 高見澤 隆

10．点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

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

大草良広 金田悦郎 竹山哲男 広瀬雅美 茂木節夫

（8月までの財団年次寄付累計:＄2600.54 年度目標
※1

:＄18750 達成率:13.87％）

（8月までの財団ポリオ寄付累計:＄219.19 年度目標
※2

:＄3750 達成率:5.85％）

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

大草良広 竹山哲男 広瀬雅美 茂木節夫

（8月までの米山特別寄付累計:243,000 円 年度目標
※3

:1,625,000 円 達成率:14.95％）

※1

一会員あたり＄150×会員数
※2

一会員あたり＄30×会員数
※3

一会員あたり13,000円×会員数

● 群商電設株式会社 代表取締役社長 石井 嘉一

会社の紹介、工事例、最新の信号機や信号の

三大要素である「サイクル」「スプリット」

「オフセット」について、専門家の立場から

とてもわかりやすい貴重なお話をしていただき

ました。

● 柴田税務会計事務所 所長 柴田 敏

事務所の紹介、最近スタートした信用保証協会

の「Gプライム制度」の活用方法、また次年度に

影響を及ぼす会社の決算書をより良く改善する

工夫について、具体的に実用性のある貴重なお話

をしていただきました。


