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高崎ロ-タリ-クラブ

第2840地区 第40号

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

131 127 71 55.91％ 33 104 81.89％

※1

一会員あたり＄150×年度当初会員数
※2

一会員あたり＄30×年度当初会員数
※3

一会員あたり13,000円×年度当初会員数

在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰在籍年数表彰

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝 片山政明 逸見早苗

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 石井嘉一 山口道也

そそそそ のののの 他他他他

阿久津照孝 遠藤康弘 高見澤隆 竹山哲男 田中久夫 中澤洋子 原澤秀樹

須藤二三男 吉崎 裕

（5/21までの寄付累計：2,069,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：94.05％）

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

須藤二三男 中村ひろみ 茂木節夫 豊田明美

（5月までの財団年次寄付累計:＄13161.63 年度目標
※1

:＄17700 達成率:74.36％）

（5月までの財団ポリオ寄付累計:＄579.23 年度目標
※2

:＄3540 達成率:16.36％）

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

須藤二三男 中村ひろみ 茂木節夫

（5月までの米山特別寄付累計:1,345,000 円 年度目標
※3

:1,534,000 円 達成率:87.68％）

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

● 表彰報告 〈5/13(日) 地区研修・協議会にて表彰授与〉

2016-2017年度ロータリー財団

End Polio Now：「歴史に１ページを刻もう」感謝状

※ ポリオプラスへ1,500ドル以上を寄付したクラブに送られる感謝状

● NPO法人高崎子ども劇場主催行事のご案内（チラシ配布）

参加者募集中 申込期限 6/15(金)

● 3/4(日)高崎RC社会奉仕委員会事業例会の報告

事業の一環として、高崎RCとして絵本を購入し、高崎市内小学校

58校、特別支援学校(小学部)１校、中央図書館に2冊ずつ、計120冊

を寄付をしました。そのお礼として市内40の小学校から感謝文が届き

ました。抜粋を回覧しますのでご覧ください。

６． 委員会報告

● 群馬県RC野球大会準優勝の報告 ・・・ 野球部監督 吉崎 裕・マネージャー 嶋方 智之

祝賀会 日時 5/31(木)18:30 場所 高崎高島屋 屋上ビアガーデン 会費 2,000円

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 ・・・ 副幹事 豊田 明美

（敬称略）（日 時 5/21(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40回 例会



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

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

2018年4月入会

松葉松葉松葉松葉 憲二憲二憲二憲二

株式会社ジェイ

コムイースト

群馬局 局長

5/19(土) 新里総合グラウンドにて、群馬県ロータリークラブ野球

大会の決勝戦（高崎RC vs. 伊勢崎中央RC）が行われました。前日

まで雨の予報だったにもかかわらず、当日は爽やかな天候に恵まれて

熱い戦いが繰り広げられました。試合は伊勢崎中央RCの勝利でした

が、ベンチの盛り上がりは高崎RCの圧勝でした。そのせいなのか、

表彰式の時には、「高崎RCの優勝！」と主催者が間違えて発表する

ハプニングもありました。高崎RC野球部も新しい野球部経験者が

続々と加わり、次回も優勝目指して頑張る予定です。

新会員紹介

「中村材木店という材木屋は、高崎市制と同じ1900年に創業し、自分は

5代目社長です。この材木屋と並行して、2004年に設立した建築会社も

営んでいます。材木屋の特徴を活かして、無垢の床であったり珪藻土の壁

であったり、自然素材の家を建てております。その他家づくりに関係する

数多くの資格を取得し、家づくりのコンサルタントも行い、30年後も満足

して暮らしていただける家をお客様に提供しています。当社は日本で一番

愛される会社を目指しており、そのためにお客様の幸せを本気でお手伝い

することを追及しています。その理由から、お料理教室、子育てセミナー、

整理収納、お片付けセミナー、ナチュラルクリーニングセミナーなどを

行っています。元々、幸せ探しが趣味で、それを追い求めてきましたが、

「1990年、当社に入社。その後すぐにアメリカ横断ウルトラクイズの

第15回、16回を担当し、アナウンサーの福澤朗さんと東京ドームから

ニューヨークまで40日間同行して経験を積みました。当社は旅行会社です

が、地域を元気にする取り組みをしています。NHKの朝ドラ「ファイト」

が放映されていた時には四万温泉ツアーを企画しました。茨木空港が開港

した時には沢山のチャーターを販売しました。東日本大震災があった時に

は、高校生を対象に被災地の現状を見て地域や自然を考える企画も行い

ました。最近ではインターンシップとして、学生たちと富岡製紙場の見学

と共に座学を行ったりしています。少し前は産学官の連携の重要性がよく

言われていましたが、個人的には金融は社会の血液と思っておりますので、

群馬県ロータリークラブ野球大会 決勝戦

９． 新会員卓話 ・・・ プログラム委員会委員長 高見澤 隆

● 有限会社中村材木店 ライフメモリアン 代表取締役 中村ひろみ 『主婦の経験を仕事へ』

今、「仲間たちと共に同じ志に向けてそれぞれの得意分野を活かしながら頑張って行く」ということ

に幸せを感じています。これから主婦の仲間たちで手作りお弁当の事業を立ち上げようとしています

ので、ある程度の形になった時にはぜひ皆様のご協力をいただければ幸いです。」

● 株式会社近畿日本ツーリスト関東ぐんま支店 支店長 遠藤 康弘 『旅行業と地域への関わり』

産学官金の連携の中で当社がいかに地域に貢献できるか、そのような取り組みから仕事をいかに創造

していくことができるかをこれからも追及していきたいと思っています。」

10． 点鐘 ・・・ 会長 関口 俊介


