
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

５． 食事

６． 幹事報告 ・・・ 副幹事 植松 巌

● 理事会報告

● 他クラブ例会変更等回覧

７． 委員会報告 ・・・ 副幹事 植松 巌

● 新会員紹介 ・・・ 会員増強・職業分類委員会委員長 吉崎 裕

〇 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

（日 時 2/5(月) 点 鐘 12:10 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 植松 巌） （敬称略）

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2月、3月 例会・行事予定（総会資料&高崎RCホームページ参照）

２． RI2840地区 米山奨学生・世話クラブ及びカウンセラー募集について

新たな留学生は17名 回答期限は2/23 ガバナー事務所まで

３． 金沢百万石RC20周年記念式典等の交通について

日時 2018年4月21日(土) 受付 14:00 記念講演会 14:30～16:00 記念式典 16:30～17:30

祝宴 17:50～20:00 会場 記念講演会・記念式典は石川県立音楽堂邦楽ホール 祝宴はホテル日航

金沢３階孔雀の間 高崎RCの参加者は13名（参加費はクラブ負担、交通・宿泊は各自負担）

４． 第３分区ロータリーデー記念植樹について

日時 2018年3月11日(日)午前10時予定 場所 観音山公園 登録料 一人1,000円(全員登録)

事業概要 観音山公園入口第1駐車場付近に、河津桜、陽光桜の胴回り30～45cm、高さ5～7ｍの

成木を3～5本程度植樹する

５． 高崎青年会議所 第31回サケの稚魚放流事業及び関連事業に対する資金協力依頼について

一口 5,000円から （昨年度実績 10,000円）

６． 高崎ユネスコ協会 第45回高崎ユネスコ国際児童画及び作文入賞者合同表彰式への列席、並びに

入賞者への賞状授与について

日時 2/25(日)9:40～11:40 会場 高崎市文化会館大ホール 賞状授与 高崎ロータリークラブ会長賞

５点 当日は関口会長が出席予定

７． 高崎RC花見例会について

日時 3/26(月) 受付 18:00 開始 18:30 会場 マリエール高崎

ヴァイオリニスト武藤祐生氏による演奏 他 親睦委員会を中心に準備を進める

８． 2018-2019年ロータリー手帳について

1冊 648円 高崎RC内で必要数を把握してから発注する

９． 館林RC60周年記念行事について

日時 4/21(土) 開始 14:30 会場 ジョイハウス

高崎RCからは、次年度会長及び幹事と地区役員2名が出席する

10． RI2840地区ライラ研修会について

日時 11/3(土)-4(日) 会場 サンコー72 高崎RCがホストクラブとなるため、これから実行委員会を

組織して準備を進めていく

第8回 理事会

（敬称略）（日 時 2/5(月) 開 始 11:30 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 植松 巌）

第27回 例会
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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

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

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

2018年1月入会

石原石原石原石原 理沙理沙理沙理沙

株式会社メディ

カルサポート

施設長

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 65 51.18％ 44 109 85.83％

在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰 佐藤克佳 佐藤弘之 林 義行

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 市川豊行 豊田明美 紋谷直幸 吉崎 裕

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 天田朝憲 川手義昭 佐藤克佳

そそそそ のののの 他他他他 小泉 健 細谷可祝 矢嶋 真 広田金次郎 大河原吉明

（2/5までの累計：1,611,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：73.23％）

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 金田悦郎 関口俊介 高見澤隆 服部敏雄

細谷可祝 大河原吉明

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 川嶋正靖 服部敏雄 細谷可祝 森田岳志

大河原吉明

● 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

日時 3/4(日)14:00～15:30 場所 高崎市総合福祉センター たまごホール

※ 輝く未来の「いのち」プロジェクトとして朗読コンサート行うのでご協力をお願いします

● 新会員名簿作成について ・・・ 親睦委員会副委員長 富山 俊吾

※ 新会員名簿作成にあたり掲載情報を回覧するので各自確認してください

８． 会長行事

● 在籍年数表彰 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

広瀬 雅美(12年)、佐藤 克佳(3年)、田中 栄司(3年)、

林 義行(3年)、品川 幸仁(2年)、佐藤 弘之(1年)

● 誕生祝・結婚記念祝 ・・・ 親睦委員会委員 小林 誠

誕生祝：市川 豊行、深堀 達義、田中 久夫、桂川 修一、

豊田 明美、小泉 裕美、柴田 敏、針山 秀樹、

塚越 良也、鏡山 愛理、紋谷 直幸

結婚祝：川手 義昭、崎山 譲治、佐藤 克佳、加藤 渉、天田 朝憲、久米 貴久

9． 出席報告 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

10． ニコニコBOX報告 ・・・ ニコニコBOX委員会副委員長 大草 良広

11． ロータリー財団報告 ・・・ ロータリー財団委員会副委員長 服部 敏雄

12． 米山記念奨学報告 ・・・ 米山奨学委員会委員長 川嶋 正靖

13. 会長の日 ・・・ 会長 関口 俊介 「仮想通貨の出現によって世界的な経済システムが劇的に変わり

始めています。皆さんと情報を共有しながら頑張って行きましょう。」

14. 点鍾 ・・・ 会長 関口 俊介

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


