
第21回 例会

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

127 127 75 59.06％ 31 106 83.46％

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 桑原幸雄 高見澤隆 樋田康行 善如寺信哉

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 高橋浩之

そそそそ のののの 他他他他
市川誠二 大橋進一 治田芳久 阿久澤嘉一

（12/11までの寄付累計：996,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：45.27％）

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 石井嘉一 豊田明美 細谷可祝 茂木節夫 阿久澤嘉一

（12月までの財団年次寄付累計:＄6823.36 年度目標
※1

:＄18900 達成率:36.10％）

（12月までの財団ポリオ寄付累計:＄345.96 年度目標
※2

:＄3780 達成率:9.15％）

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 服部敏雄 原澤秀樹 細谷可祝 茂木節夫

（12月までの米山特別寄付累計:752,000 円 年度目標
※3

:1,638,000 円 達成率:45.91％）

※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 12/11(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

● パークレーン高崎支配人 宮沢 隆

４． 食事

５． ビジター挨拶「会員向け新サービス企画のご案内」

・・・ パークレーン高崎支配人 宮沢 隆

（児玉企業株式会社代表取締役 児玉 三郎）

６． 幹事報告 ・・・ 副幹事 植松 巌

● 他クラブ例会変更等回覧

７． 委員会報告

● 高崎RCクリスマス例会のご案内 ・・・ 親睦委員会委員長 矢嶋 真

12/18(月)17:30受付 高崎ビューホテル

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

2017年12月18日発行

高崎ロ-タリ-クラブ

第2840地区 第21号



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

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
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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

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10月入会

高橋高橋高橋高橋 琢琢琢琢

税理士法人

思惟の樹事務所

社員税理士

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

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

新会員紹介

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11月入会

紋紋紋紋谷谷谷谷 直直直直幸幸幸幸

株式会社

紋谷商店

取締役

2017年11月入会

大林大林大林大林 俊也俊也俊也俊也

大和証券

株式会社

高崎支店長

2017年11月入会

金井金井金井金井 裕裕裕裕

株式会社

ユタカペイント

代表取締役社長

12/17(日) パークレーン高崎にて忘年ボウリング大会が開催され

ました。関口会長の始球式によって大会は開会して、RC会員とその

ご家族が一体となって楽しい時間を過ごしました。今大会RC会員の

総合成績は以下の通りです。

優 勝：野口 智宏

準優勝：森田 岳志

第３位：大河原 吉明

忘年ボウリング大会

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

● 有限会社善如寺建築設計事務所 代表取締役

善如寺信哉 「当事務所は一級建築士事務所で、

建築設計業務、建築確認申請業務、特殊建築物

の定期調査業務、住宅アドバイザー業務、木造

耐震診断業務等を行っています。その他にも、

応急危険度判定士の資格を活かし、大規模災害

で被災した建築物を調査し、倒壊の危険性等の

判定を行う業務も行っています。このように、

設計だけでなく幅広い活動を行っています。」

● 株式会社栄塗技建 専務取締役 市川誠二

「当社はABC商会の特約店で、建築業界の中でも

珍しい塗床業務を行っています。現在の新技術に

よって、改修したい床の工事を夜から始めて朝には

終えることができるようになり、会社の業務を一日

も止めずに床の改修工事ができるようになりました。

現在、この工事がかなりの需要で、北関東圏内を

１年で約6000 km移動しながら工事を進めてい

ます。もしご興味がある方はご相談ください。」


