
（敬称略）（日 時 1/15(月) 開 始 11:30 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 桂川 修一 ）

（敬称略）（日 時 1/15(月) 点 鐘 12:10 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 桂川 修一 ）

理事会理事会理事会理事会で承認されたで承認されたで承認されたで承認された事項事項事項事項

１． 2018年1月、2月 例会・行事予定（総会資料&高崎RCホームページ参照）

２． 新会員推薦

● 井上 正春 菊屋株式会社 専務取締役 職業分類 プラスチック製品製造 推薦者 関口 俊介

● 立原 寿一 朝日生命保険相互会社群馬支社 支社長 職業分類 生命保険 推薦者 広瀬 雅美

● 石原 理沙 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 施設長 職業分類 福祉ｻｰﾋﾞｽ 推薦者 田中 久夫、竹山 哲男、吉崎 裕

３． 退会届

● 大橋 進一 菊屋株式会社 代表取締役社長 ・・・ 一身上（法人内交代）

● 村山 幸雄 村山歯科医院 顧問 ・・・ 死去

４． 高崎ロータリークラブホームページ追加システム(寄付金管理システム)一式＆保守サポート費用について

導入することに決定

５． 2/18(日) 地区新会員セミナー登録料の負担について

登録料 セミナーのみ 2,000円 セミナーと懇親会 5,000円

・出席対象者(研修リーダー, 入会3年未満の新会員43名)の登録料は全額クラブ負担

・地区役員(ガバナー, 地区幹事, 地区副幹事)については2,000円がクラブ負担、3,000円が会員負担

６． 館林ロータリークラブ創立60周年記念式典について

日時 4/21(土) 登録開始14:30 式典開始15:00 場所 レストラン ジョイハウス 2Ｆ 案内対象 会長、幹事

※ 詳細案内は後日 ※ 同日、金沢百万石RC創立20周年記念式典あり

７． 第45回高崎ユネスコ国際児童画及びユネスコ作文に対する特別賞の下付について

特別賞の名称 高崎ロータリークラブ会長賞 数 絵画部門３点、作文部門2点

表彰式 ２/25(日)9:40より高崎市文化会館大ホール（詳細案内は後日）

８． 3/10(土) 襲雷舞踊団ライブ(高崎文化会館)について

高崎RCから30,000円拠出 高崎RC後援

９． 3/4(日)社会奉仕委員会主催事業について

東日本大震災支援事業を行う予定

10 ． 2018年度決議審議会に上程する「決議案」募集について

決議審議会を本年秋、オンラインで開催予定 決議案のある人は

3/15までにガバナー事務所へ提出

11 ． トロント国際大会 日本人親善朝食会について

会費 10,000円 申込締切 2/28(水)

12 ． ロータリー囲碁同好会「第19回ロータリー国際囲碁大会」について

開催日 4/22(日) 会場 日本棋院会館本院 登録料 18,000円

13 ． 公益社団法人高崎青年会議所 新年会について

日時 1/15(月)19:00から 場所 ホテルグランビュー高崎 関口会長が出席予定

１． 点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

２． 国歌 ・・・ 君が代 ロータリーソング ・・・ 奉仕の理想

３． 四つのテスト斉唱

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地区ガバナー 田中 久夫

● 2017年度米山奨学生 韓 婷

５． 食事

６． 幹事報告 ・・・ 幹事 桂川 修一

● 理事会報告

● 他クラブ例会変更等回覧

● 高崎ロータリークラブホームページの会員専用ページへログイン

できない場合はパスワードのリセット(再設定)が必要。リセット

要領は受付に置いてあるのでお持ち帰りください。

第7回 理事会

第23回 例会

2018年1月22日発行

高崎ロ-タリ-クラブ
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http://takasaki-rc.org/

事務局・例会場 ホテルグランビュー高崎 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

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

７． ビジタースピーチ ・・・ 2017年度米山奨学生 韓 婷 『おかげさまで大学院に向けて頑張っています。』

８． 委員会報告

● 社会奉仕委員会主催事業について ・・・ 社会奉仕委員会委員長 竹山 哲男

東日本大震災支援事業を行う予定 詳細は後日発表

● 新しい会員名簿作成について ・・・ 親睦委員会委員長 矢嶋 真

名簿に載せるための写真を取り直したい方は本日撮り直します

● 米山功労者表彰 ・・・ 米山奨学委員会副委員長 石井 嘉一

〇 第1回米山功労者 富山 俊吾

９． 会長行事

● 在籍年数表彰 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

市川 哲名(32年)、長井 友之(20年)、金井 克智(9年)、

吉井 宏文(9年)、阿久澤 嘉一(4年)、大山 駿作(3年)、中澤 洋子(3年)

● 誕生祝・結婚記念祝 ・・・ 親睦委員会委員 阿久津 照孝

誕生祝：富澤 謙吉、山中 清之、神宮 嘉一、吉崎 裕、川嶋 正靖、竹山 哲男、大草 良広、中澤 洋子、

品川 幸仁、佐藤 栄一、遠藤 康弘、阿久津 照孝

結婚祝：飯島 哲也、金井 裕

10． 出席報告 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

11． ニコニコBOX報告 ・・・ ニコニコBOX委員会委員長 田中 栄司

12． ロータリー財団報告 ・・・ ロータリー財団委員会委員長 神宮 嘉一

13． 米山記念奨学報告 ・・・ 米山奨学委員会副委員長 石井 嘉一

14. 「ぐんま経済新聞」への当クラブの記事掲載等について ・・・ 株式会社群馬経済新聞社 編集部 後藤 多麻実

15. 会長の日 ・・・ 会長 関口 俊介 『年末年始に家族でボウリングを楽しみ、家族の新しい伝統ができました。

RCの今年度も残すところあと半年、価値あるクラブライフを送っていきましょう。』

16. 点鍾 ・・・ 会長 関口 俊介

新

会

員

紹

介

在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰 市川哲名 遠藤康弘 大山駿作 金井克智 吉井宏文 阿久澤嘉一

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 遠藤康弘 大草良広 大山駿作 佐藤栄一 神宮嘉一 竹山哲男

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 飯島哲也

そそそそ のののの 他他他他

天田朝憲 佐藤健司 関口俊介 豊田明美 服部敏雄 森田岳志 岡田千代美

北村久美子 須藤二三男 親睦委員会矢嶋委員長 Ｘmas家族例会抽選会追加

（1/15までの累計：1,538,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：69.91％）

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 大山駿作 竹山哲男 豊田明美 服部敏雄 茂木節夫 森田岳志

阿久澤嘉一 須藤二三男

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 大山駿作 竹山哲男 服部敏雄 茂木節夫 須藤二三男

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 75 60.00％ 28 103 82.40％


