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高崎ロ-タリ-クラブ

第2840地区 第42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 天田朝憲 佐藤栄一

誕誕誕誕 生生生生 祝祝祝祝

結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝結婚記念祝 善如寺信哉

そそそそ のののの 他他他他

大草良広 金井克智 田中栄司 佐藤克佳 関口俊介 豊田明美

羽鳥修司 広瀬雅美 深野清一 三村 治 森田岳志 吉崎 裕

（6/11までの寄付累計：2,200,000 円 年度目標：2,200,000 円 達成率：100100100100％！％！％！％！）

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

大草良広 金井 裕 佐藤栄一 茂木節夫

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 裕 川嶋正靖 佐藤栄一 塚越良也 服部敏雄 中村ひろみ

（敬称略）（日 時 6/11(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

128 128 74 57.81％ 36 110 85.94％

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

４． 食事

５． 副幹事報告 ・・・ 副幹事 植松 巌

● 他クラブ例会変更等回覧

６． 委員会報告

● 新会員紹介 ・・・ 会員増強・職業分類委員会委員長 吉崎 裕

〇 小屋 かをり 東京ガス株式会社群馬支社 支社長 職業分類 都市ガス供給販売 推薦者 羽鳥 修司

〇 高井 俊一郎 宗教法人山名八幡宮 職業分類 神職 推薦者 田中 久夫

● 2018年夏季ポールジレット奨学生選考結果について ・・・ 国際奉仕委員会委員長 神澤 利之

桂川 修一 幹事の長女を第一指名とする

● 釣行について ・・・ 釣り部 清水 正爾

6/23(土)に変更。マリエールの駐車場に集合して14:30出発、翌朝2:00

申込先・お問い合わせ先 清水 正爾 または 田中 栄司まで

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42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

新

会

員

紹

介

【クラブ協議会】

「今年度は『価値あるクラブライフを！』というテーマを掲げ、力のある

役員、委員長さんたちと一緒に一年間を楽しく駆け抜けてきました。今年

度は地区大会のホストクラブということもあって不安もありましたが、

会員の皆さんと協力して大成功に終えることができました。その他にも

皆さんがクラブの価値を感じていただけるように色々と工夫を凝らして

きましたが、その中で普段ではできない貴重な経験を沢山させていただき、

私自身も価値あるクラブライフを過ごすことができました。私は本当に

幸せ者だと思っております。一年間本当にありがとうございました。」

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

2018年5月入会

小林小林小林小林 政夫政夫政夫政夫

セコム上信越

株式会社

執行役員

2018年5月入会

小屋小屋小屋小屋 かをりかをりかをりかをり

東京ガス株式会社

群馬支社

支社長

2018年5月入会

高井高井高井高井 俊一郎俊一郎俊一郎俊一郎

宗教法人

山名八幡宮

「私自身も61年生きてきた中で、この一年は最も充実した楽しい時間で

ありました。なんと言っても一番の思い出は高崎アリーナで開催した

地区大会です。皆さんのおかげで、本当に立派な地区大会を開催すること

ができました。そこに出席していた同期のガバナーたちもかなり触発され

るほどでした。特に素晴らしかったのは、イベント会社などを使わずに

我々自身が全員で同じ方向を向いて、一緒に汗をかいて、この大事業を

やり遂げたということであります。この場をお借りしましてお礼を申し上

げます。一年間本当にありがとうございました。」

１． クラブ協議会開会 ・・・ 会長 関口 俊介

２． 役員・理事・委員長退任挨拶 ・・・ ① 吉崎 裕 (会員増強・職業分類委員長)、② 金井 克智 (職業

奉仕委員長)、③ 竹山 哲男 (社会奉仕委員長)、④ 神澤 利之

(国際奉仕委員長)、⑤ 神宮 嘉一 (ロータリー財団委員長)、

⑥ 市川 哲名 (監査)、⑦ 嶋方 智之(未来の夢計画委員長)、

⑧ 佐藤 克佳 (出席委員長)、⑨ 吉井 宏文 (公共イメージ委員

長)、⑩ 田中 栄司 (ニコニコボックス委員長)、⑪ 三村 治

(青少年奉仕委員長)、⑫ 川嶋 正靖 (米山奨学委員長)、

⑬ 児玉 三郎 (地区大会実行委員長)、⑭ 広瀬 雅美 (副会長)、

⑮ 森田 岳志 (会長エレクト)、⑯ 植松 巌 (副幹事)、

⑰ 豊田 明美 (副幹事)

３． 会長退任挨拶 ・・・ 会長 関口 俊介

４． ガバナー講評 ・・・ 国際ロータリー第2840地区ガバナー 田中 久夫

５． クラブ協議会閉会・点鍾 ・・・ 会長 関口 俊介


