
第11回 例会

（敬称略）（日 時 9/25(月) 点 鐘 12:10 会 場 高崎ビューホテル 司 会 豊田 明美）

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

● 桐生西ロータリークラブ幹事 青山 豊

● 桐生西ロータリークラブ副幹事 浦野 幸子

● 高崎東ロータリークラブ会長 野口 茂

● 高崎東ロータリークラブ幹事 大澤 照義

● 高崎東ロータリークラブSAA 杉浦 芳郎

● 高崎東ロータリークラブロータリー財団委員長 荒井 芳明

● 高崎東ロータリークラブ奉仕プロジェクト委員長 高橋 永一

４． ビジター挨拶 ・・・ 高崎東ロータリークラブ会長 野口 茂

５． 食事

６． 幹事報告 ・・・ 幹事 桂川 修一

● 他クラブ例会変更等回覧

● 地区大会への協力依頼

７． 委員会報告

● ロータリー財団表彰 ・・・ ロータリー財団委員会委員長 神宮 嘉一

〇 ポール・ハリス・フェロー 広瀬 雅美

● 9/16(土)群馬県RC野球大会の報告 ・・・ 野球部監督 高橋 浩之

● 9/23(土)釣行結果報告 ・・・ 釣り部代表 清水 正爾

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委員会副委員長 大草 良広

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

126 125 77 61.60％ 26 103 82.40％

在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰 深野清一

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 大山駿作

そそそそ のののの 他他他他

高崎東ロータリークラブ野口会長他5名 阿久澤嘉一 飯島哲也 品川幸仁

酢谷佳尚 須藤二三男 関口俊介 村山幸雄

（9/25までの寄付累計：471,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：21.41％）

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 市川豊行 川嶋正靖 桑原幸雄 品川幸仁 豊田明美 細谷可祝

茂木節夫 吉井宏文 須藤二三男

（9月までの財団年次寄付累計:＄3638.60 年度目標
※1

:＄18900 達成率:19.25％）

（9月までの財団ポリオ寄付累計:＄258.63 年度目標
※2

:＄3780 達成率:6.84％）

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 石井嘉一 川嶋正靖 神澤利之 桑原幸雄 品川幸仁 関口俊介

豊田明美 広瀬雅美 細谷可祝 茂木節夫 吉井宏文

（9月までの米山特別寄付累計:368,000 円 年度目標
※3

:1,638,000 円 達成率:22.47％）

※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
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11月19日 地区大会までのカウントダウン あと 48 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

10．新会員卓話 ・・・ プログラム委員会委員長 高見澤 隆

11．点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

● みずほ証券株式会社高崎支店 支店長 加藤 渉

日本経済についての貴重な分析をお話してい

ただきました。「世界と日本のマーケットを

比較すると日本の立ち位置がかなり落ちている。

1990年のバブル期から現在を比較すると、

世界から見た日本のシェアは、GDPでは約半分

に、株式時価総額では約4分の1まで落ちている。

国内に目を向けるのも良いが、これからはさら

に世界へ目を向けた方が良いと思われる。」

● 賛光商事株式会社 常務取締役 樋田 康行

長年にわたり在職した上毛新聞社における貴重な

経験をお話していただきました。「上毛新聞の発行

部数は県内30万部、過去を振り返ると総理大臣の

誕生、日航機墜落、連合赤軍等の大きなニュースの

たびに部数が伸び、50万部を越える時もあった。

現在の新聞離れが進む中、地域紙としては、地域に

密着した視点と読者目線を基本に、分かりやすく

情報を伝えることが大きな役割である。今後も地域

生活に役立つ情報を積極的に伝えていきたい。」

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
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共和産業株式会社
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群馬県ロータリークラブ野球大会の報告

9/16(土)、桃ノ木グラウンドにて群馬県ロータリークラブ野球

大会が開催されました。県内RCの強豪チームが集結し、熱い戦い

が繰り広げられました。珍プレー、好プレーの続出でしたが、我が

高崎RCチームは36対1で前橋東＆前橋西RC合同チームに大勝し、

10/14(土)の準決勝大会にコマを進めることができました。この

大会に向けて以下の通り野球部の練習を再開しますので皆さんの

ご参加、ご声援をよろしくお願いします。

10月 5日（木）18:30集合 吉井運動公園運動場 練習

10月12日（木）18:30集合 吉井運動公園運動場 練習


