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第１３回 例会
11月5日(月) 点鐘 12：10 会場：ホテルグランビュー高崎 司会 幹事 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学年度米山奨学生 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、

ぐんま経済新聞配布(最終面にクラブ記事掲載)
10月7日地区大会での表彰
〇国際ロータリー第2840地区 2017-2018年度

ガバナー賞
会員増強優秀クラブ賞(純増) 第2位
ロータリー財団年次寄付総額優秀クラブ賞 第3位

〇公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 3千万円達成クラブ
７．委員会報告

●会員増強・職業分類委員会委員長 三村 治
［新会員紹介］〇池田広之 株式会社 池田建商 代表取締役 推薦者：川嶋正靖
●RYLA研修会実行委員会委員長(RID2840 RYLA委員長) 大河原吉明
「第18回RYLA研修会について」

８．出席報告・・・出席委員会委員長 田中栄司
９．会長行事

●在籍年数表彰・・・出席委員会委員長 田中栄司
31年：児玉三郎 5年：川嶋正靖 三村 治 崎山譲治 4年：市川誠二 大草良広 桑原幸雄 高見澤隆
3年：逸見早苗 2年：遠藤康弘 1年：高橋 琢

●誕生祝・結婚記念祝・・・親睦委員 高井俊一郎
誕生祝：富山俊吾 石井嘉一 細谷可祝 原澤秀樹 田中栄司 林 義行 加藤 渉

大河原吉明 小河原義光 鈴木宏子 大林俊也 高井俊一郎
結婚祝：児玉三郎 治田芳久 深野清一 神澤利之 川嶋正靖 難波 斉 竹山哲男

高見澤隆 高橋 琢 田中照幸 立原寿一
10．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

山岳会 活動報告
山岳会初の山行きを１０月１３日（土）尾瀬沼に行ってきました。

尾瀬沼までの登山道は紅葉真っ盛り、尾瀬沼に出ると草紅葉が大変きれいでした。
天候にも恵まれ、日本東最高峰の燧岳も良く見えました。児玉パスト会長夫妻は
じめ、参加された方お疲れ様でした。次回は初春花の咲いてる次期に計画します
ので、大勢の参加をお待ちしております。

山岳会 根本康弘

第５回 理事会
11月5日(月) 11：30 会場：ホテルグランビュー高崎 司会進行 幹事 金井克智
理事会で承認された事項
１．11月、12月 例会・行事予定
２．親睦委員会事業「ボウリング大会ならびにクリスマス家族例会」について
３．「金沢百万石ロータリークラブ」との姉妹クラブ契約更新(第4回)について
４．ガバナー事務所より 北海道胆振東部地震被害義捐金募集のお願い

募金額：会員一人あたり500円 11月5日例会にて総額49,050円の募金が集まりました
５．群馬県肢体不自由児協会より 「手足の不自由な子どもたちを守り育む運動」の募金協力依頼

頒布品：「ぐんまちゃんふせん」1冊200円
「花の詩画クリアファイル」(星野富弘氏)1枚150円
「ぐんまちゃんクリアファイル」１枚150円 それぞれ必要数を後日購入予定

６．公益財団法人ボーイスカウト日本連盟より
「青少年育成のためのボーイスカウト運動へのご支援」のお願い
本年度は「群馬県ボーイスカウト振興財団」へ支援金￥10,000支払済

在籍年数表彰 市川誠二 大草良広 桑原幸雄 高見澤隆 逸見早苗

誕 生 祝
大林俊也 高井俊一郎 田中栄司 富山俊吾 服部敏雄
林 義行 治田芳久 細谷可祝

結婚記念祝
川嶋正靖 神澤利之 須藤二三男 高見澤隆 竹山哲男
立原寿一 田中照幸 深野清一 吉井宏文

そ の 他

阿久澤嘉一 阿久津照孝 天田朝憲 池田広之 市川誠二
市川豊行 大河原吉明 岡田千代美 岡本謙一 金井克智
川嶋正靖 久米貴久 小林政夫 佐藤栄一 品川幸仁
須藤二三男 関口俊介 髙瀬和利 田中栄司 富山俊吾
豊田明美 樋田康行 中澤洋子 永塚 徹 野口智宏
服部敏雄 松本憲行 松葉憲二 三村 治 茂木孝雄
森田岳志 矢嶋 真 山崎 健 吉井良弘

11月5日までの累計：964,000 円 年度目標：2,300,000 円 達成率：41.91％

11．ロータリー財団表彰及び先月実績報告・・・副幹事 林 義行
「ロータリー財団表彰」マルチプル・ポール・ハリス・フェロー１ 金田悦郎

12．米山奨学先月実績報告・・・服部敏雄 「米山功労者表彰」・・・幹事 金井克智
第3回米山功労者 市川哲名
第2回米山功労者 須藤二三男

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 ジーンさん
14．会長の日・・・会長 森田岳志 「ロータリー財団について」
15．点鐘・・・会長 森田岳志

年次寄付 10月末迄の累計：＄5996.76 年度目標：＄19,500 達成率：30.75％
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

天田朝憲 石原理沙 上野正人 大草良広 小保方由紀子
桑原幸雄 小泉裕美 佐藤弘之 神宮嘉一 須藤二三男 中澤洋子
服部敏雄 細谷可祝 茂木節夫 山口道也 吉井宏文

米山寄付 10月末迄の累計：886,000 円 年度目標：1,690,000円 達成率：52.43％

ロータリー財団
寄付

天田朝憲 上野正人 大草良広 金田悦郎 神澤利之 桑原幸雄
佐藤弘之 神宮嘉一 須藤二三男 田中久夫 豊田明美 中澤洋子
服部敏雄 細谷可祝 茂木節夫 森田岳志 山口道也


