
（敬称略）（日 時 2/26(月) 点 鐘 12:10 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 植松 巌）

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 70 55.12％ 34 104 81.89％

在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰 品川幸仁 田中栄司

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 金田悦郎

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 金田悦郎

そそそそ のののの 他他他他
高橋浩之 小林 誠 阿久澤嘉一

（2/26までの寄付累計：1,673,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：76.05％）

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

石井嘉一 小泉 健 神宮嘉一 高橋浩之 茂木節夫 阿久澤嘉一

（2月までの財団年次寄付累計:＄7598.81 年度目標
※1

:＄19050 達成率:39.89％）

（2月までの財団ポリオ寄付累計:＄454.73 年度目標
※2

:＄3810 達成率:11.94％）

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

小泉 健 神宮嘉一 高橋浩之 豊田明美 茂木節夫 阿久澤嘉一

（2月までの米山特別寄付累計:795,000 円 年度目標
※3

:1,651,000 円 達成率:48.15％）

※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

１． 点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

２． ロータリーソング ・・・ 我等の生業

３． 会長挨拶・ビジター紹介他 ・・・ 会長 関口 俊介

● 株式会社ヤマハミュージックリテイリング

ヤマハミュージックスクエア高崎センター

高崎店チーフ 斉藤 理恵

● 高崎北ロータリークラブ幹事 樋口 哲雄

４． 食事

５． 幹事報告 ・・・ 副幹事 植松 巌

● 他クラブ例会変更等回覧

● ロータリーデー(桜の記念植樹)への再出席依頼

日時 3/11(日)14:00 場所 観音山公園入口第1駐車場

参加対象者 ロータリアンとその家族と友達

６． 委員会報告

● 花見例会について ・・・ 親睦委員会委員長 矢嶋 真

日時 3/26(月)18:00受付 場所 マリエール高崎

※ 二次会に向けてバスを手配する予定

７． 出席報告 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

８． ニコニコBOX報告 ・・・ ニコニコBOX委員会委員長 田中 栄司

第29回 例会
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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

11． 新会員卓話 ・・・ プログラム委員会委員長 高見澤 隆

● 株式会社ヤマト高崎支店 執行役員 支店長 細田 知宏

「当社は創業が昭和20年で、高崎支店は昭和43年に開設しました。

資本金は50億円、正社員は現在822名で、空調など建物の中の設備

事業を中心に、関東地方、東北地方、および滋賀県に営業所を構えて

この事業を進めています。当社は、社員教育センター、加工センター、

環境技術研究所、分析センター、サポートセンターなどの付属施設、

さらにはメンテナンス会社、電気工事会社、配管会社、発電会社など

の関連会社を有しており、これらを活用しながら事業を進めています。

最近では、配管工事において現場工事の簡素化、効率化を図るために、

配管の工業化、プレハブ加工、モジュール化、ユニット化を進めて

います。また、配管の溶接個所を減らす技術を確立したり、CGを活用

して、お客様への施設の新築やリニューアルの提案・建設工程をサポートをしています。

12． 点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

９． ビジタースピーチ ・・・

株式会社ヤマハミュージックリテイリング

ヤマハミュージックスクエア高崎センター

高崎店チーフ 斉藤 理恵

「関口会長とのご縁でこのようなご紹介できる

場をいただきましてありがとうございます。

当店は大人から子供までが音楽を楽しく学べる

プログラムを準備しております。ご興味のある

方は、お気軽にご来店ください。」

10． 退会挨拶 ・・・

大和ハウス工業株式会社群馬支社

支社長 高橋 浩之

「東京本社へ転勤することになりました。高崎

RC野球部をはじめとする色々な機会を通じて、

皆様には大変お世話になりましてありがとう

ございました。花見例会までは親睦委員として

頑張りますので、引き続きどうぞよろしくお願

い致します。」


