
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

124 124 65 52.42％ 31 96 77.42％

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

４． 食事

５． 幹事報告 ・・・ 幹事 桂川 修一

● 他クラブ例会変更等回覧

● ぐんま経済新聞に高崎RCが掲載(配付)

● トロント国際大会 日本人親善朝食会

会費 10,000円 申込締切 2/28(水)

● ロータリー囲碁同好会「第19回ロータリー国際囲碁大会」

開催日 4/22(日) 会場 日本棋院会館本院

● 日本ユネスコ運動全国大会が函館で開催

日程 7/7(土)-8(日)

● 高崎JCの鮭放流事業(別紙案内)

６． 出席報告 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

（敬称略）（日 時 1/22(月) 点 鐘 12:10 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 植松 巌）

第25回 例会

１． オープニング 雅楽演奏

２． 開会の言葉 ・・・ 高崎セントラルRC会長 森本 淳

３． 点鐘 ・・・ 高崎RC会長 関口 俊介

４． 国歌 ・・・ 君が代

ロータリーソング ・・・ 奉仕の理想

（ソングリーダー 高崎シンフォニーRC 泉 省平）

５． 来賓紹介 ・・・ 高崎東RC会長 野口 茂

６． ホストクラブ挨拶 ・・・ 高崎シンフォニーRC会長 橋爪 健

７． 来賓挨拶

● 高崎市長 富岡 賢治

● 高崎市議会議長 青栁 隆

● 高崎商工会議所会頭 原 浩一郎

● 国際ロータリー第2840地区ガバナー 田中 久夫

８． 鏡開き ・・・ 田中ガバナーと高崎6RC会長

９． 乾杯 ・・・ 第3分区ガバナー補佐 永井 乙彦

10． 食事

11． アトラクション ・・・ あかぎ団（群馬のご当地アイドル）

12． 閉会の言葉 ・・・ 高崎北RC会長 竹中 隆

13． 点鐘 ・・・ 高崎南RC会長 喜美候部 正令

14． ロータリーソング ・・・ 手に手つないで

（ソングリーダー 高崎シンフォニーRC 泉 省平）

（敬称略）（日 時 1/19(金) 点 鐘 18:30 会 場 エテルナ高崎 司 会 宮野 孝之 齋藤 達雄）

第24回 例会 （高崎市6ロータリークラブ新年合同例会）

2018年1月29日発行
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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

７． ニコニコBOX報告 ・・・ ニコニコBOX委員会副委員長 大草 良広

８．新会員卓話 ・・・ プログラム委員会委員長 高見澤 隆

９．点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

● 株式会社アリエ 取締役 豊田 明美

「216年続いた高田屋旅館の7代目としてその

経営に携わってきましたが、民主党政権誕生に

よる八ッ場ダム工事中止等の影響を受け、その

旅館の歴史に幕を閉じることになりました。その

後、株式会社アリエを設立。アリエとは「生き

生きとした家」という意味の造語です。事業と

してはサービス付高齢者住宅の運営、通常介護、

訪問介護、訪問看護、家宅介護支援事業を行なっ

ています。高崎市菅谷と前橋市北代田に事業所を

構えています。この事業以外にも不動産賃貸業も

行っています。」

● 株式会社グラスロード社 代表取締役 大澤 博史

「本業の傍ら『まちごと屋』という現代版の家守の

仕事を立ち上げました。この仕事は、2018年には

全国で1080万戸もの空き家ができるという試算の

下、これらの空き家やスペースを、顧客のニーズに

合わせた空間へと改造し、活用してもらおうという

ものです。空き家と人とをつないでその街の価値を

高めることを目指しています。高崎市街にも、この

新たなスペースが少しずつできてきました。自宅や

会社以外のもう一つの居場所、第3のスペースで

有意義な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

もし、ご興味がある方はご相談ください。」

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

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

金田悦郎 神澤利之 竹山哲男 豊田明美 細谷可祝 茂木節夫

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

川嶋正靖 竹山哲男 豊田明美 中澤洋子 細谷可祝 茂木節夫

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 川嶋正靖

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 金井 裕

そそそそ のののの 他他他他
阿久澤茂 石井嘉一

（1/22までの寄付累計：1,557,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：70.77％）

2017年11月入会

森森森森 忠彦忠彦忠彦忠彦

日本たばこ産業

株式会社 群馬

第一支店 支店長

新会員

紹介

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


