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高崎ロ-タリ-クラブ

第2840地区 第36号

在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰 吉田吉太郎

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 市川誠二

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 中村ひろみ

そそそそ のののの 他他他他
阿久澤嘉一 井上正春 小保方由紀子 品川幸仁

（4/16までの寄付累計：1,928,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：87.64％）

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

井上正春 小林 誠 佐藤弘之 鈴木宏子 竹山哲男 塚越良也 豊田明美

逸見早苗 茂木節夫 吉井宏文 吉崎 裕

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

新井徳治 井上正春 佐藤弘之 鈴木宏子 竹山哲男 豊田明美 原澤秀樹

逸見早苗 茂木節夫 吉崎 裕

「当社は今年、創業700周年を迎えました。伊勢崎にあった東小保方村の

出身者が小保方という性であり、この地で刀鍛冶だった小保方七左衛門が

起業して、豪族、農村に向けて農工具などの生産販売を行っていました。

そこから歴史と共に様々な金物に関わる生産販売を経て、1915年に

小保方銅鉄店として会社を設立、1961年に現在の小保方鋼機株式会社へ

商号を変更しました。現在の企業理念は祖父母の頃から「堅実、誠実、

確実」の三実を信条に長い伝統と信用を培ってきました。鉄を扱うのは

鍛冶屋の頃から一貫しており、現在の当社は機械工具の卸売り商社です。

取り扱いは、工業機器、機械工具、管材機器等、約3万アイテムを取り

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

● 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

● 金沢百万石RC・館林RCの

周年記念行事について

６． 委員会報告

● 父の通夜・葬儀でお世話になった方々への御礼 ・・・ 井上 正春

７． 出席報告 ・・・ 副幹事 豊田 明美

８． ニコニコBOX報告 ・・・ ニコニコBOX委員会副委員長 大草 良広

９． 新会員卓話 ・・・ プログラム委員会委員長 高見澤 隆

● 小保方鋼機株式会社 代表取締役 小保方 由紀子 『創業700周年を迎えて』

扱っています。これからもコツコツと真面目に仕事を続け、皆様のお役に立ちたいと思います。」

（敬称略）（日 時 4/16(月) 点 鐘 12:10 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 豊田 明美）

第36回 例会

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

127 126 71 56.35％ 35 106 84.13％



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
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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

4/14(土) ホテル ラシーネ新前橋にて、第1分区・第3分区合同の

インターシティーミーティング（IM）が行われました。前半の会では、

第1・第3分区の各クラブから８分ずつ、自分のクラブの会員増強の

進捗状況と、公共イメージ向上戦略について発表され、お互いに学び

合う時間となりました。田中ガバナーからは年度末に向けて目標を

達成できるように激励の言葉が参加者にかけられました。後半の会

では、盛大な懇親会が開催され、クラブを越えて親睦を深める時間と

なりました。

「昨日、第2分区A（桐生）のIMがありました。そこでは合併調印式があり、

桐生にはこれまで5つのクラブがありましたが、昨日付で2つのクラブが合

併して1つのクラブとなりました。その結果、2840地区は46クラブから

45クラブになりました。国際ロータリーでは今、弱いクラブは他クラブと

合併して強さを増すのもありという見解を示していますが、この合併を機

に退会しようとする会員が出ないように注意を払う必要があります。第2分

区AのIMでは現在12名の会員が増え、その前日にあった第１・第3分区の

合同IMでは、年度末までには64名の会員が増えるという発表がありました。

人数は違えど、ロータリアン同士で楽しい時間を過ごさせていただいて

第1・第3分区合同インターシティーミーティング（IM）

「16年前、24歳で起業しましたがなかなかうまくいかず、あきらめそう

になった時に仲間からかけてもらったある言葉によって、人を大切にする

こと、感謝をすること、そういう大切な事に改めて気づかされました。

そのことを日々心がけるようになったところ仕事も順調に回り始め、29歳

の時に、現在のフィールデイズという会社を設立しました。この社名には、

全ての人が素晴らしい日々を送れるようにという願いが込められおり、

会社の理念は「たくさんのありがとうが生まれる会社」です。事業として

は、不動産事業、WEB事業、リラクゼーション事業、ネイルサロン、酵素

温浴、アイラッシュサロン等を展開しております。これからもたくさんの

● 株式会社フィールデイズ 代表取締役 品川 幸仁 『ありがとうを集める会社』

ありがとうが生まれる会社を目指し、一つでも多くの社会貢献をしていきたいと思っています。」

10． 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

きました。これから周年記念行事が続きますが、皆さん、年度末まで楽しく頑張って行きましょう。」

11． 点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介


