
在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰 田中久夫 吉田吉太郎

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 堀越芳春

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 佐藤弘之 船水康宏

そそそそ のののの 他他他他 服部敏雄 岡田千代美

（4/9までの寄付累計：1,880,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：85.45％）

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

126 126 67 53.17％ 38 105 83.33％

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

市川哲名 市川豊行 桂川修一 金井 裕 児玉三郎 佐藤克佳 佐藤弘之

嶋方智之 高見澤隆 田中栄司 豊田明美 深堀達義 細谷可祝 茂木節夫

矢嶋 真 山口道也 吉田吉太郎

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

市川哲名 市川豊行 金井 裕 児玉三郎 佐藤克佳 佐藤弘之 高見澤隆

田中栄司 樋田康行 林 義行 細谷可祝 茂木節夫 矢嶋 真 山口道也

善如寺信哉 吉田吉太郎

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

● オールドチェリーブロッサム会幹事長 黒澤 龍彦

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

● ロータリー財団年次寄付・米山記念奨学会特別寄付の

ご協力のお願い「各会員宛に今年度寄付の目標達成率を

事務局から送りましたのでご協力をお願いします。」

６． 委員会報告

● 山岳会発会式 ・・・ 山岳会会長 根本 康弘

日時 4/23(月)18:30開始 場所 魚とし

「気候のいい時期になってきたので、近くの山から登る

計画を立てたいと思います。」

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

（敬称略）（日 時 4/9(月) 点 鐘 12:10 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 桂川 修一）

第35回 例会
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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

新

会

員

紹

介

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

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

2018年3月入会

田中田中田中田中 照幸照幸照幸照幸

ホテルグラン

ビュー高崎

統括支配人

９． ゲスト卓話 ・・・ プログラム委員会委員長 高見澤 隆

● オールドチェリーブロッサム会 幹事長 黒澤 龍彦 『観音山丘陵の山桜について』

● 国際ロータリー第2840地区ガバナー 田中 久夫 『ロータリーライフについて』

10． 点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介

4/9(月) ホテルグランビュー高崎にて、ソバを愛する会（俗称:愛蕎

会・あいきょうかい）の設立総会が開催されました。当日は、ホテル

グランビューに新規に入社してきた前橋・敷島にあったソバの名店

「福舞十兵衛」（旧:大阪屋十兵衛）の貴重なソバが振舞われました。

阿久澤嘉一会長、岡本謙一副会長、野口智宏幹事、

そして世話人である田中ガバナーを中心にこの会は

これからも楽しく活動を進めていきます。

ソバを愛する会（愛蕎会）設立総会

「観音山丘陵は全国有数の山桜の自生地帯であり、東西7km、南北5km、

の丘陵エリアに7千本以上の山桜が自生しています。高崎の有名な歌人、

羽鳥一紅の『雪よりも 身にしむ風ぞ 山桜』という句から、1700年代にも

今と同じ山桜の美しい景観がそこにあったと推定されています。これほど

の山桜が身近にあることを多くの人に知って欲しいという声をきっかけに、

平成18年にこの会が発足され現在まで活動を行っています。主に、高崎の

春祭りで桜の案内をしたり、山桜の散策会を開催したりしています。4/12

頃は最高の時期ですので、ご興味のある方はぜひ足をお運びください。」

「先日、RI2570地区大会に参加してきました。その地区のガバナーの胸に

はロータリー財団の最高位の称号であるアーチ・クランフ・ソサエティ

（AKS）のバッチがありました。これは25万ドル（約2500万円）の寄付

で与えられ、日本では34人いるそうです。ぜひ高崎RCの皆さんも目指し

てはいかがでしょうか。今週末は第1分区・第3分区IMがあります。高崎の

皆さんはふるってご参加ください。6月はカナダのトロントで国際大会に

出席してきます。来年はハンブルク、その次はホノルル、その次は台北、

その次はヒューストン。この国際大会もとても良い経験になりますので、

ぜひ今から参加することを計画してみてください。」


