
第３６回 例会

日 時 6月3日(月) 点鐘 12時10分 会場 ホテルグランビュー高崎 司会 幹事 金井克智（敬称略）
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第１２回 理事会

１．点鐘 ・・・・・ 会長 森田岳志
２．国家・・・君が代

ロータリーソング・・・奉仕の理想
四つのテスト

３．会長挨拶、ビジター紹介他・・・会長 森田岳志
●2019学年度米山奨学生 劉 雪爍さん

４．食事
５．幹事報告・・・幹事 金井克智

●理事会報告
●他クラブ例会変更等回覧
●2018年12月8日小河原義光君が結婚されました。慶弔慰金規定によりお祝い金を授与。

６．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］
●浜谷 勉 株式会社横浜銀行 高崎支店 支店長 推薦者：船水康宏
●土屋 清 日本たばこ産業株式会社上信越支社群馬第一支店 支店長

推薦者：田中久夫 広瀬雅美
●佐藤貴江 株式会社セイモー 常務取締役 推薦者：細谷可祝 金井克智 三村 治

７．出席報告・・・出席委員会委員長 田中栄司

理事会で承認された事項
１．6月例会・行事予定
２．7月例会・行事予定
３．退会届・・・小林 誠 NTT東日本群馬支店 支店長 転勤
４．新会員推薦 ●山崎吉郎 氏 株式会社吉豊 代表取締役 職業分類：自動車販売

推薦者：須藤二三男
●村上文治 氏 有限会社ムラカミ 取締役 職業分類：産廃リサイクル

推薦者：金井 裕 高井俊一郎
●小澤健一 氏 株式会社小澤忠商店 代表取締役社長 職業分類：室内装飾

推薦者：金井克智
●塚田雄大 氏 群馬エナジー株式会社 代表取締役 職業分類：電力供給販売

推薦者：佐藤健司
５．2019-2020年度高崎ロータリークラブ年間予定について・・・会長エレクト 広瀬雅美

在籍年数表彰
天田朝憲 岡本謙一 小林政夫 小屋かをり 佐藤栄一 田中久夫
深堀達義 細田知宏 矢嶋 真

誕 生 祝
大澤博史 小保方由紀子 清水正爾 嶋方智之 須藤二三男 細田知宏
松本憲行

結婚記念祝 桂川修一 小宮良一 嶋方智之 関口俊介 逸見早苗

そ の 他
飯島哲也 市川哲名 市川豊行 上野正人 金井克智 川嶋正靖
神澤利之 小河原義光 神宮嘉一 須藤二三男 根本康弘 広瀬雅美
船水康宏 森田岳志

6月3日までの累計：2,995,500 円 年度目標：2,300,000 円 達成率：130.24％

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

『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29号 2019年6月10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

136 136 83 61.03% 38 121 88.97%

日 時 6月3日(月) 11時30分 会場 ホテルグランビュー高崎 司会進行 幹事 金井克智

９．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

８．会長行事
●在籍年数表彰・・・出席委員会委員長 田中栄司

29年：深堀達義 25年：糸井丈之 19年：芝崎勝治 7年：岡本謙一 矢嶋 真
4年：大澤博史 細田知宏 3年：天田朝憲 佐藤栄一
1年：小屋かをり 髙橋弘樹 小林政夫 高井俊一郎

●誕生祝・結婚記念祝・・・親睦委員会委員 池田広之
誕生祝：清水正爾 嶋方智之 新井徳治 細田知宏 大澤博史 小保方由紀子 佐藤弘之 高橋 琢
結婚祝：糸井丈之 関口 功 関口俊介 桂川修一 山中清之 嶋方智之 阿久澤嘉一

善如寺信哉 逸見早苗 針山秀樹 鏡山愛理 喜多本博 小此木能信 小宮良一

10．ロータリー財団 先月実績報告・・・ロータリー財団委員会委員長 嶋方智之
11．米山記念奨学会 先月実績報告・・・親睦委員会委員長 富山俊吾

12．奨学生挨拶・・・2019学年度米山奨学生 劉 雪爍さん
13．会長の日・・・役員・理事・委員長退任挨拶

●広瀬雅美 会長エレクト
●上野正人 会計
●吉井良弘 ライラ研修会実行委員長
●富澤謙吉 サーファーズパラダイスRC来訪歓迎実行委員長
●児玉三郎 65周年実行委員長

14．点鐘・・・会長 森田岳志

報告事項
１．国際ロータリーより『The Rotarian』誌 記事インタビュー依頼について

「ロータリーの機関雑誌『The Rotarian』誌(英文)に毎月掲載されるClub Innovationの記事で
紹介するクラブとして高崎ロータリークラブが候補に挙がっている。
Club Innovationの記事には、毎月、新しいアプローチを使って新会員の入会を促しているク
ラブが取り上げられている。この記事は和訳され『ロータリーの友』誌にも毎月掲載。
記事執筆のためにいくつかの質問に回答予定。」

5月12日(日)
2019-2020年度 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2840地区『地区研

修・協議会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ』が、伊勢崎市境総合文化セン
ター他で開催されました。
森田ガバナーエレクトからの2019-2020年度の地

区方針についての発表を皮切りに、各委員会計画発
表、三木明国際ﾛｰﾀﾘｰ理事による基調講演等々が催さ
れました。結びに、伊勢崎プリオパレスにて懇親会
が盛大に開催されました。


