
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

● チャリティ音楽会のお知らせ（4/8 開催 資料配布）

７． 委員会報告 ・・・ 幹事 桂川 修一

● 米山記念奨学生修了証授与 ・・・ 米山記念奨学委員会委員長 川端 正靖

〇 2017年度米山奨学生（韓 婷）へ修了証授与

（日 時 3/5(月) 点 鐘 12:10 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 桂川 修一） （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3月、4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

● 田中 照幸 株式会社メモリード 取締役 ホテル・レストラン事業部長 兼 ホテルグランビュー高崎統括支配人

職業分類 ホテル 推薦者 関口 俊介

３． 退会届

● 高橋 浩之 大和ハウス工業株式会社 群馬支社 支社長 ・・・ 転勤

４． 高崎北RC創立50周年記念式典（スポンサークラブ 高崎RC）について

日時 5/19(土) 受付 16:00 記念式典 16:30～17:30 祝宴 17:30～19:30

会場 ホテルメトロポリタン高崎 対象者 会長、幹事 他

登録料 10,000円（登録者数を考慮して会員負担は後日決定する）

５． ガバナー事務所より台湾東部地震被害義捐金募集（３/９(金)迄）について

目安 会員ひとり当たり1,000円（127名で127,000円）

募金 2/26例会にて59,000円 計186,000円が台湾へ贈られる予定

６． 第1・第３分区合同IMについて

日時 4/14 (土)15:00～17:30 懇親会 17:45～19:15

会場 ホテルラシーネ新前橋 登録料 8,000円（クラブ負担 5,000円、会員負担 3,000円）

対象者 会長、幹事、会長エレクト、ロータリー情報委員長、会員増強委員長、公共イメージ委員長、

親睦委員長、奉仕プロジェクト委員長、入会３年未満会員、地区役員

７． 中之条RC50周年記念例会について

日時 4/24(火) 開会 10:00 会場 花の駅 美野原 メーク料 3,000円

対象者 パスト会長、役員・理事、地区役員・スタッフ

８． 社会福祉法人希望館「児童養護施設希望館」&「児童家庭支援ホーム希望館」献堂式について

日時 3/27(火) 開会 10:30 会場 児童養護施設希望館 出席者 関口会長

９． 2018-2019年度 国際ロータリー第2840地区 地区役員・地区委員 就任依頼について

● 副ガバナー・意義ある業績賞選考委員会委員・ガバナー指名委員会委員・会員組織強化カウセラー・

地区研修委員会副委員長・地区戦略計画委員会副委員長・会員組織強化委員会委員長・ガバナー事務所

管理運営委員会委員 田中 久夫 ● 地区幹事・ロータリーの友地区委員会委員 広瀬 雅美 ● 地区財務

委員会委員・ロータリー財団監査委員会委員 上野 正人 ● 20周年記念式典・記念誌委員会委員 川嶋 正靖

● 地区補助金委員会副委員長 嶋方 智之 ● 資金推進委員会委員 豊田 明美 ● 女性ネットワーク委員会

副委員長 中澤 洋子 ● 管理運営・IT委員会副委員長 林 義行 ● 青少年交換委員会副委員長 吉井 宏文

● RYLA委員会委員長・青少年奉仕連絡会議委員 大河原 吉明 ● 米山記念奨学委員会委員 石井 嘉一

（敬称略）（日 時 3/5(月) 開 始 11:30 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 桂川 修一）
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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

2018年1月入会

立原立原立原立原 寿一寿一寿一寿一

朝日生命保険相互

会社群馬支社

支社長

2018年1月入会

井上井上井上井上 正春正春正春正春

菊屋株式会社

専務取締役

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 74 58.27％ 32 106 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 白井直喜 服部敏雄 丸山和久

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 関口俊介 髙瀬和利 深堀達義 船水康宏 茂木晴男 森田岳志 岡田千代美

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 桑原幸雄 小泉 健 佐藤健司 茂木晴男 矢嶋 真

そそそそ のののの 他他他他

石原理沙 市川豊行 小林 誠 関口俊介 竹山哲男 田中久夫 逸見早苗

細田知宏

（3/5までの累計：1,748,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：79.45％）

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

金井克智 小林 誠 関口俊介 逸見早苗 細谷可祝 茂木節夫 森田岳志

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

金井克智 豊田明美 服部敏雄 逸見早苗 細谷可祝 茂木節夫

● 新会員紹介 ・・・ 会員増強・職業分類委員会委員長 吉崎 裕

〇 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

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

※ 詳細についてはクラブ会報 第30号を参照

● 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 ※ ホワイトイン高崎前から会場行のバスを手配する予定

８． 会長行事

● 在籍年数表彰 ・・・ 出席委員会委員長 佐藤 克佳

服部 敏雄(36年)、治田 芳久(28年)、丸山 和久(25年)、

山中 清之(11年)、白井 直喜(3年)、野口 智宏(3年)、

原澤 秀樹(3年)、山﨑 健(3年)、山田 由紀子(3年)

● 誕生祝・結婚記念祝 ・・・ 親睦委員会委員 金井 裕

誕生祝：金田 悦郎、茂木 晴男、船水 康宏、芝崎 勝治、関口 俊介、

森田 岳志、岡田 千代美、髙瀬 和利、上原 政弘

結婚祝：吉田 吉太郎、金田 悦郎、茂木 晴男、富澤 謙吉、長井 友之、

大山 充徳、芝崎 勝治、上野 正人、矢嶋 真、桑原 幸雄、

佐藤 健司、小泉 健、小林 誠

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 ・・・ 副幹事 豊田 明美

11． 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

12． 米山記念奨学報告 ・・・ 米山奨学委員会委員長 川嶋 正靖

13. ガバナースピーチ ・・・ 国際ロータリー第2840地区ガバナー 田中 久夫

14. 点鍾 ・・・ 会長 関口 俊介


