
第9回 例会 （田中ガバナー公式訪問第3分区合同例会）

（敬称略）【【【【クラブ別懇談会クラブ別懇談会クラブ別懇談会クラブ別懇談会】】】】

（日 時 9/3(日) 開 始 10:35 会 場 高崎ビューホテル）

関口会長より、高崎RCの現況報告並びに会員増強退会防止策・奉仕

活動、寄付状況、公共イメージ向上戦略、その他改善点等の取り組み

状況報告がされ、田中ガバナーより、取り組みへのヒントと激励を賜わ

りました。

【【【【6666ロータリークラブ合同例会ロータリークラブ合同例会ロータリークラブ合同例会ロータリークラブ合同例会】】】】

（日 時 9/3(日) 点 鍾 14:15 会 場 高崎ビューホテル）

各クラブ会長より担当年度の方針・目標等に対する取組み及び改善策

の発表がされ、加えて会員組織強化策と公共イメージ戦略に関しても、

各担当委員長より発表がされ、一丸となって田中ガバナー年度を盛り

上げて行こうという熱意に溢れる会と成りました。

１． 点鐘 ・・・ RI第2840地区ガバナー補佐 永井 乙彦

２． 開会の辞 ・・・ 6RC合同公式訪問実行委員長 高橋 永一

３． 国歌斉唱 ・・・ 君が代 指揮 杉浦芳郎

ロータリーソング斉唱 ・・・ 奉仕の理想 指揮 杉浦芳郎

４． ご来訪者紹介 ・・・ 高崎北RC会長 竹中 隆

５． ガバナー挨拶 ・・・ RI第2840地区ガバナー 田中 久夫

６． 各クラブ方針発表 ・・・ 高崎RC会長 関口 俊介

高崎南RC会長 喜美候部 正令

高崎北RC会長 竹中 隆

高崎東RC会長 野口 茂

高崎シンフォニーRC会長 橋爪 健

高崎セントラルRC会長 森本 淳

７． 地区大会案内 ・・・ 高崎RCキャラバン隊

８． ガバナースピーチ ・・・ RI第2840地区ガバナー 田中 久夫

９． 休憩

10． 各クラブの会員組織強化策と公共イメージ戦略発表

・・・ 高崎RC会員増強・職業分類委員長 吉崎 裕

高崎RC公共イメージ委員長 吉井 宏文

高崎南RC幹事 黒澤 弘

高崎北RC会長 竹中 隆

高崎東RC公共イメージ委員長 三浦 義親

高崎シンフォニーRC公共イメージ委員長 島崎 真澄

高崎セントラルRC会長 森本 淳

高崎セントラルRC会員組織委員長 須永 利治

高崎セントラルRCクラブ広報委員長 橋爪 良真

11． ガバナー講評 ・・・ RI第2840地区ガバナー 田中 久夫
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11月19日 地区大会までのカウントダウン あと 69 日！
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【【【【6666ロータリークラブ合同懇親会ロータリークラブ合同懇親会ロータリークラブ合同懇親会ロータリークラブ合同懇親会】】】】

（日 時 9/3(日) 開 会 18:30 会 場 高崎ビューホテル）

各クラブの垣根を越えた盛大な親睦会と成り、最後は「手に手つな

いで」を大合唱して大いに盛り上がりました。

地区大会実行委員会

（日 時 9/3(日) 開 始12:30 会 場 高崎ビューホテル）

１． 司会者挨拶 ・・・ 司会者 水島 高弘

２． 開会挨拶 ・・・ 高崎東RC会長 野口 茂

３． ガバナー補佐挨拶 ・・・ RI第2840地区ガバナー補佐 永井 乙彦

４． ガバナー挨拶 ・・・ RI第2840地区ガバナー 田中 久夫

５． 乾杯 ・・・ 高崎RC会長 関口 俊介

６． 懇親会

７． ロータリーソング斉唱 ・・・ 手に手つないで 指揮 杉浦芳郎

８． 閉会挨拶 ・・・ 高崎南RC会長 喜美候部 正令

ガバナー公式訪問同日、11月19日に計画されている地区大会の実行

委員会が開かれました。活発な意見が交わされ、着々と準備が進められ

ました。高崎RCが地区大会のホストクラブになる機会は３０年ぶりの

名誉なことなので、高崎RC会員は何かしらの形でこの地区大会の準備

に積極的に携わるよう、ご協力をお願いします。

12． 閉会の辞 ・・・ 高崎シンフォニーRC会長 橋爪 健

13． 点鐘 ・・・ 高崎セントラルRC会長 森本 淳

【【【【各クラブ写真撮影各クラブ写真撮影各クラブ写真撮影各クラブ写真撮影】】】】


