
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 57.60％ 26 98 78.40％

在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰

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 塚越良也

そそそそ のののの 他他他他

第3分区ガバナー補佐 永井乙彦 関口俊介 大橋進一 大河原吉明

中澤洋子 永塚 徹 根本康弘 三村 治

（10/30までの寄付累計：641,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：29.14％）

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 佐藤健司 豊田明美 船水康宏

（10月までの財団年次寄付累計:＄4518.06 年度目標
※1

:＄18750 達成率:24.10％）

（10月までの財団ポリオ寄付累計:＄267.56 年度目標
※2

:＄3750 達成率:7.13％）

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 石井嘉一 佐藤健司 原澤秀樹 船水康宏

（10月までの米山特別寄付累計:622,000 円 年度目標
※3

:1,625,000 円 達成率:38.28％）

※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

（敬称略）（日 時 10/30(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． 黙祷（塩川祐次パスト会長を偲んで）

３． ロータリーソング ・・・ 我等の生業

４． 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地区第3分区ガバナー補佐

永井 乙彦（高崎東RC）

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

● 10/31(火)地区大会最終全体会議の出席奨励

● 10/19(木)第二回高崎RC定例ゴルフコンペの結果報告

優勝 富澤 謙吉 準優勝 川手 義昭

７． 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 高橋 琢 税理士法人思惟の樹事務所 社員税理士 職業分類 税理士法人 推薦者 関口 俊介

● 10/26(木)ロータリー女性会員親睦会報告 ・・・ 地区女性ネットワーク委員会委員 中澤 洋子

● 10/28(土)-29(日) RYLAセミナー報告 ・・・ 地区RYLA委員会委員 大河原 吉明

● 10/29(日)高崎市マーチングフェスティバル報告 ・・・ 青少年奉仕委員会委員長 三村 治

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

第15回 例会
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11月19日 地区大会までのカウントダウン

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

新会員

紹介

2017年7月入会

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

2017年7月入会

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

2017年7月入会

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

2017年7月入会

小林小林小林小林 誠誠誠誠

NTT東日本

群馬支店

支店長

2017年7月入会

飯島飯島飯島飯島 哲也哲也哲也哲也

株式会社上毛

新聞社高崎支社

支社長

2017年8月入会

喜多本喜多本喜多本喜多本 博博博博

株式会社高崎

不動産

代表取締役

2017年8月入会

鈴木鈴木鈴木鈴木 宏子宏子宏子宏子

共和産業株式会社

代表取締役社長

2017年8月入会

鏡山鏡山鏡山鏡山 愛愛愛愛理理理理

鏡山愛理税理士

事務所 所長

2017年9月入会

新井新井新井新井 好松好松好松好松

株式会社

ソレイユ

代表取締役

10/28(土)-29日(日) 妙義グリーンホテルにて、RYLAセミナー

が行われました。地区内の若者107名とそれを支援するロータリアン

数十名、そして講師の方々と共に、若者のリーダーシップを育むため

の有意義な活動を行いました。今回のセミナーのテーマは地方創生。

講師の先生から地方創生に関する基調講演をしていただき、その後、

参加者が題材となった安中市をいかに活性化していくかについて議論

したり、それを簡潔にまとめて発表したりしながら、リーダーシップ

を育みました。来年は高崎RCがホストクラブとなりますので、皆様

のご協力をお願い申し上げます。 地区RYLA委員会委員 大河原 吉明

10/26(木) 高崎ビューホテルにて、今年度初の高崎エリア(第３

分区)ロータリー女性会員の親睦会を、前任の関口さんや担当副幹事

さんのご協力をいただきまして開催しました。各クラブから女性会員

の皆さんにご参加いただき、各々が初めてご挨拶する方々も多かった

ようですが、和やかに会話が盛り上がりました。美味しい料理と新た

な出会いで、女性会員同士の絆を育む良い時間となりました。また

次回の開催が楽しみです。地区女性ネットワーク委員会委員 中澤 洋子

10．ガバナー補佐スピーチ ・・・ 国際ロータリー第2840地区

第3分区ガバナー補佐 永井 乙彦

永井ガバナー補佐から4つのお願いと報告をいただきました。

① 11/18(土)-19(日)地区大会のご協力への感謝と更なるお願い

② 11/2(木)地区大会チャリティーゴルフコンペのご協力のお願い

③ 10/26(木)ロータリー女性会員親睦会の報告

④ ロータリーデーに向けて寄付のお願い（現在、観音山の桜の植樹

を検討中。各会員に寄付のお願いをするかもしれません。）

11． 点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

ロータリー女性会員親睦会の報告

RYLAセミナーの報告

あと 13 日！


