
『ロータリーを楽しもう』

2018-2019年度 クラブ会長の計画及び目標

日 時 7月2日(月) 点鐘 12時10分 会 場 ホテルグランビュー高崎 司 会 金井 克智（敬称略）
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第１回例会・クラブ総会

【クラブの目標】

森田 岳志 会長

本年度は伝統ある高崎ロータリークラブの創立65周年となります。この
大切な年に会長をさせていただく事となり、身の引き締まる思いでありま
す。

RIバリー・ラシン会長のテーマは「Be the Inspiration」「インスピ
レーションになろう」です。

2840地区宮内敦夫ガバナーはこれを受けて地区運営方針「クラブを元気
に、世界に奉仕を、みんなで回そうロータリーの輪」を掲げ、地区目標と
して10の目標を掲げております。

高崎ロータリークラブとしては『ロータリーを楽しもう』を掲げ、会員
全員で実のある楽しいクラブ運営を行いたいと思っています。

一年間、会員みなさまのご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。

1. 65周年記念事業・記念例会を楽しもう。
2. サーファーズパラダイスRC来訪を歓迎しよう。
3. ライラ研修会を成功させよう。
4. 2840地区目標を達成しよう。
5. クラブ内の部活動を楽しもう。

●ロータリー財団委員会委員長 嶋方智之 君
「ロータリー財団表彰」 ポール・ハリス・フェロー 豊田明美 君

●親睦委員会委員長 富山俊吾 君
納涼例会について ７月２３日（月）点鐘:１８時３０分 会場:ホテルグランビュー高崎

●ボウリング部部長 神澤 利之 君
ボウリング部設立について

９． 出席報告 ・・・・・ 出席委員会委員長 田中栄司 君

１０．会長行事
●直前会長・副会長・幹事へ記念品贈呈 ・・・ 会長 森田岳志 君

２０１７－２０１８年度
会長 関口俊介君 副会長（ノミニ－）広瀬雅美君 副会長 治田芳久君 幹事 桂川修一君

●在籍年数表彰 ・・・ 出席委員会委員長 田中栄司 君
●誕生祝・結婚記念祝 ・・・ 親睦委員会委員 品川幸仁 君

１１．ニコニコボックス報告 ・・・・・ ニコニコボックス委員会委員長 岡田千代美 君

１．点鐘 ・・・・・ 会長 森田岳志 君
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 森田岳志 君
５．乾杯 ・・・・・ 前会長 関口俊介 君
６．食事
７．幹事報告

●理事会報告
●各配布書類について

・RI2840地区 2018-2019年度 … 地区会員必携、バッジ
・高崎RC 2017-2018年度 … 決算書（案）
・高崎RC 2018-2019年度 … 会長の計画及び目標、役員・理事名簿、委員会名簿、

年間予定表、予算書（案）
●他クラブ例会変更等回覧

８．委員会報告
●会員増強・職業分類委員会委員長 三村治 君
［新会員紹介］
〇髙橋弘樹（たかはし ひろき）君 推薦者： 植松巌 君、高見澤隆 君
○坂入悠太（さかいり ゆうた）君 推薦者： 広瀬雅美 君
○福村好二（ふくむら よしじ）君 推薦者： 金井克智 君
〇小此木能信（おこのぎ よしのぶ）君 推薦者： 金井克智 君

１．クラブ総会開会 ・・・・・ 会長 森田岳志 君
２．２０１７－２０１８年度決算報告 ・・・・・ 会計 桑原幸雄 君
３．２０１７―２０１８年度監査報告 ・・・・・ 監査 市川哲名 君
４．決算承認 ・・・・・ 会長 森田岳志 君
５．２０１８―２０１９年度予算案説明 ・・・・・ 会計 上野正人 君
６．予算案承認（会費納入） 会長 森田岳志 君

※ 集金日 ・・・・・ ７月９日（月） ※銀行振込の場合、手数料は会員負担
７．クラブ総会閉会 ・・・・・ 会長 森田岳志 君
８．点鐘 ・・・・・ 会長 森田岳志 君

総 員
出席計算に
用いた会員数 出席者 会場出席率 メークアップ 週間出席者 週間出席率

132 132 94 71.21％ 21 115 87.12％

在籍年数表彰
石井嘉一 大澤博史 金田悦郎 嶋方智之 須藤二三男
豊田明美 深堀達義 細谷可祝 森田岳志 柳井稔文

誕 生 祝 植松巌 児玉三郎 横山慶一 吉井宏文

結婚記念祝 市川誠二 大草良広 大林俊也 岡本謙一 品川幸仁 神宮嘉一 茂木節夫

そ の 他

市川豊行 植松巌 岡田千代美 金井克智 川嶋正靖 神澤利之 桑原幸雄
児玉三郎 佐藤健司 品川幸仁 神宮嘉一 関口俊介 高瀬和利 高橋弘樹
高見澤隆 田中栄司 田中久夫 富山俊吾 豊田明美 中澤洋子 根本康弘
林義 行 広瀬雅美 船水康宏 松葉憲二 森田岳志 矢島 真 山口道也

7月2日までの累計：144,000 円 年度目標：2,300,000 円 達成率：6.26％

クラブ総会

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 森田 岳志 幹 事 金井 克智 SAA 植松 巌
クラブ会報委員会 佐藤 克佳 天田 朝憲 江畑 晴彦 高見澤 隆

2018-2019 高崎RC目標
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