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2018-2019 高崎RC目標

『ロータリーを楽しもう』

高崎ロータリークラブ 第2840地区
会報 第9号 2018年10月22日発行

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

135 135 82 60.74 29 111 82.22

年次寄付 10月末迄の累計：＄3978.88 年度目標：＄19,500 達成率：20.40％
ポリオ寄付 10月末迄の累計：＄ 528.93 年度目標：＄ 3,900 達成率：13.56％

米山記念奨学会
寄付

阿久澤嘉一 天田朝憲 石井嘉一 江畑晴彦 大草良広 金井 裕
北村久美子 佐藤克佳 神宮嘉一 須藤二三男 関口俊介 竹山哲男
田中久夫 富山俊吾 中村ひろみ 根本康弘 原澤秀樹 茂木節夫
森田岳志 吉崎 裕 久米貴久

米山寄付 10月末迄の累計：777,000 円 年度目標：1,690,000円 達成率：45.56％

ロータリー財団
寄付

阿久澤嘉一 天田朝憲 石井嘉一 大草良広 金井 裕 金田悦郎
佐藤克佳 神宮嘉一 須藤二三男 根本康弘 茂木節夫 吉崎 裕
久米貴久

第４回 理事会

理事会で承認された事項
１．2018年10月、11月 例会・行事予定
２．新会員推薦 池田広之(いけだ ひろゆき)氏 株式会社 池田建商 代表取締役

職業分類：建設業 推薦者：川嶋正靖
３．親睦委員会事業・・・10月22日(月)月見例会について
４．社会福祉法人 群馬いのちの電話 協賛のお願い 協賛額：100,000円(職業奉仕委員会 特別会計より)
５．群馬県共同募金会 平成30年度赤い羽根共同募金のお願い 募金額：10,000円

日 時 10月1日(月) 11時30分 会 場 ホテルグランビュー高崎 司会進行 金井 克智

第２回 新会員オリエンテーション

ロータリー財団、米山記念奨学事業について、その成り立ち、意義等について各委員長より講義が行われま
した。ロータリアンとして全会員が寄付を行うことの大切さを学ぶことができたと思います。
田中久夫パストガバナーからはロータリアンとしてどのように成長していくべきか、いかにロータリークラ
ブを楽しむかについて大変有意義な講話をいただきました。
新会員にとって今後のロータリーライフの指標となる大変充実した勉強会となりました。

10月1日(月) 18時30分 ホテルグランビュー高崎
テーマ：「実践しようロータリー活動、

楽しもうロータリーライフ」

講 師：田中久夫 パストガバナー
：嶋方智之 ロータリ財団委員会委員長
：石井嘉一 米山奨学委員会委員長

報告事項
ロータリー情報委員会事業計画 新会員(入会３年以内)へのオリエンテーション第３回追加について
場 所：ホテルグランビュー高崎
日 時：11月7日(水) オリエンテーション 18：30～19：30 懇親会 19：30～21：00
講 師：富澤謙吉 パスト会長 テーマ：高崎ロータリークラブの歩み(歴史) 参加費：3,000円(懇親会費)

第９回 例会

日 時 10月1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）

１．点鐘・・・会長 森田岳志
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

●2018年度米山奨学生 シャンバック,アシュリー ジーンさん
５．食事
６．幹事報告・・・理事会報告、他クラブ例会変更等回覧

RID2590地区大会案内配布
７．米山奨学実績報告(8月、9月分)・・・米山奨学委員会委員長 石井嘉一
８．委員会報告・・・米山奨学委員会委員長 石井嘉一

「米山功労者表彰」 第２回米山功労者 森田岳志
９．出席報告・・・出席委員会委員長 田中栄司

10．会長行事
●在席年数表彰・・・出席委員会委員長 田中栄司

30年：市川豊行 28年：竹内 功 19年：関口俊介 12年：桂川修一
４年：岩崎重雄 善如寺信哉 横山慶一 2年：中村ひろみ １年：新井好松

●誕生祝・結婚記念祝・・・親睦委員会委員 小屋かをり
誕生祝：佐藤和徳 羽鳥修司 治田芳久 竹内 功 根本康弘 矢嶋 真 大山駿作 小林 誠

金井 裕 小林政夫
結婚祝：清水正爾 羽鳥修司 市川豊行 竹内 功 丸山和久 長坂資夫 根本康弘 須藤二三男

吉井宏文 吉崎 裕 江畑晴彦 横山慶一 酢谷佳尚 小泉裕美 田中栄司 塚越良也
11．ニコニコボックス報告・・・田中栄司

在籍年数表彰 市川豊行 須藤二三男 関口俊介 竹内 功

誕 生 祝
金井 裕 北村久美子 小林 誠 小林政夫 竹内 功
根本康弘 羽鳥修司 矢嶋 真

結婚記念祝
市川豊行 清水正爾 竹内 功 田中栄司 塚越良也
根本康弘 羽鳥修司 丸山和久 吉崎 裕

そ の 他 阿久澤嘉一 金井克智 品川幸仁 森田岳志

10月1日までの累計：723,000 円 年度目標：2,300,000 円 達成率：31.43％

12．ロータリー財団報告(8月、9月分)・・・ロータリー財団委員会委員長 嶋方智之
13．奨学生挨拶・・・2018学年度米山奨学生 シャンバック,アシュリー ジーンさ
14．会長の日・・・会長 森田岳志 「ロータリー米山記念奨学事業について」
15．他委員会報告事項 RYLA委員会委員長 大河原吉明・・・11月3～4日 RYLAセミナーについて

親睦委員会委員長 富山俊吾・・・10月22日 月見例会について
青少年奉仕委員会委員長 矢嶋 真・・・10月14日

公共イメージ委員会・青少年奉仕委員会合同例会について


