
第３７回 例会

日 時 6月10日(月) 点鐘 12時10分 会場 ホテルグランビュー高崎 司会 副幹事 林 義行（敬称略）

Weekly report
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Takasaki
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No.30

１．点鐘 ・・・・・ 会長 森田岳志
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 森田岳志

●川越ロータリークラブ
国際ロータリー第2570地区ガバナーノミニー 相原茂吉 様
次年度幹事 西川孝博 様
坂口 孝 様 高橋徹治 様 吉澤徳安 様

４．食事
５．幹事報告・・・幹事 金井克智

●他クラブ例会変更等回覧
●ビジター挨拶 国際ロータリー第2570地区ガバナーノミニー 相原茂吉 様

６．委員会報告・・・釣り部「釣果報告」 部長 清水正爾
７．出席報告・・・出席委員会委員長 田中栄司

誕 生 祝 新井徳治 佐藤弘之

結婚記念祝 大河原吉明 針山秀樹

そ の 他

川越ロータリークラブ５名様 阿久澤嘉一 石井嘉一 市川豊行 植松 巌
大草良広 岡田千代美 岡本謙一 金田悦郎 神澤利之 児玉三郎
佐藤克佳 佐藤健司 佐藤貴江 品川幸仁 嶋方智之 関口俊介
田中栄司 田中久夫 富山俊吾 中村ひろみ 野口智宏 服部敏雄
林 義行 広瀬雅美 深堀達義 船水康宏 三村 治 茂木節夫
森田岳志 矢嶋 真 吉崎 裕 𠮷田吉太郎

6月10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30号 2019年7月8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 74 54.41% 46 120 88.24%

８．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

１．クラブ協議会開会・・・会長 森田岳志
２．役員・理事・委員長退任挨拶

クラブ協議会

神澤利之 国際奉仕委員長
佐藤健司 社会奉仕委員長
神宮嘉一 職業奉仕委員長
三村 治 会員増強・職業分類委員長
富山俊吾 親睦委員長
関口俊介 直前会長、戦略計画委員長

植松 巌 ＳＡＡ
船水康宏 副会長
市川哲名 副会長
林 義行 副幹事
岡本謙一 副幹事
金井克智 幹事

森田年度最後の釣行を6月8日土曜日に、参加者9名で新潟県寺泊港で行いました。
全員３０匹前後の好成績で、アジ、サバ、イワシ、ウマヅラハギ、赤ハチメ、カサ
ゴ、ハナダイ、それに高級魚のソイ、キジハタ等五目ならぬ九目釣りの釣果でした。
特に、サバの強烈な引きに海釣りの面白さを楽しんでいたようです。次回、広瀬年
度の秋に少し大物狙いを計画したいと思います。部員以外でも参加を歓迎しますの
で奮って参加お願いします。 釣り部部長 清水正爾

一年間お世話になりました。本年度は多くの記念事業があり充実した一年間でした。65周年記念事業では飯
野教育長を迎え市内の中学校へスクリーンを贈呈しました。雷舞フェスティバル例会では審査員を務めました。
ゴルフを中心としたRYLA研修会も大きな事業でした。また、サーファーズパラダイスRC歓迎事業では4日間
にわたり盛大に歓迎事業を行いました。金井幹事、両副幹事をはじめ委員の皆様、会員の皆様に支えられ楽し
く、職責を全うできました。年度末懇親会が最後の例会になりますが、1年間本当にありがとうございました。

ロータリー財団年次寄付 達成者 2018-2019 累計額：＄13,854.08 達成率：71.05%
阿久澤嘉一 天田朝憲 石井嘉一 市川哲名 市川豊行 井上正春 上野正人
植松 巌 大河原吉明 大草良広 大山駿作 岡田千代美 岡本謙一 金井克智
金井 裕 金田悦郎 神澤利之 久米貴久 児玉三郎 小林政夫 佐藤栄一
佐藤健司 品川幸仁 嶋方智之 神宮嘉一 須藤二三男 関口俊介 髙瀬和利
高見澤隆 竹山哲男 田中久夫 富澤謙吉 富山俊吾 豊田明美 永塚 徹
根本康弘 服部敏雄 林 義行 治田芳久 広瀬雅美 深野清一 船水康宏
細谷可祝 茂木節夫 森田岳志 横山慶一 吉崎 裕

ロータリー財団ポリオ寄付 達成者 2018-2019 累計額：＄5,103.50 達成率：130.86%
阿久澤嘉一 天田朝憲 石井嘉一 市川誠二 市川哲名 糸井丈之 井上正春
植松 巌 大河原吉明 大草良広 大山俊作 岡田千代美 岡本謙一 桂川修一
金井克智 金井 裕 金田悦郎 川嶋正靖 久米貴久 児玉三郎 小林政夫
佐藤栄一 佐藤健司 品川幸仁 神宮嘉一 須藤二三男 関口俊介 髙瀬和利
高橋 琢 高見澤隆 竹山哲男 田中栄司 田中久夫 富澤謙吉 富山俊吾
樋田康行 永塚 徹 根本康弘 服部敏雄 林 義行 広瀬雅美 深野清一
船水康宏 細谷可祝 松本憲行 丸山和久 茂木節夫 森田岳志 矢嶋 真
柳井稔文 山﨑 健 横山慶一 吉井宏文 吉井良弘 吉崎 裕

米山特別寄付 達成者 2018-2019 累計額：1,795,000円 達成率：106.21%
阿久澤嘉一 阿久津照孝 天田朝憲 石井嘉一 石原理沙 市川哲名 市川豊行
井上正春 上野正人 植松 巌 大河原吉明 大草良広 大山駿作 岡田千代美
岡本謙一 小保方由紀子 桂川修一 金井克智 金井 裕 川嶋正靖 神澤利之
久米貴久 桑原幸雄 小泉 健 小泉裕美 児玉三郎 小林 誠 小林政夫
佐藤栄一 佐藤健司 品川幸仁 神宮嘉一 須藤二三男 関口俊介 高見澤隆
竹山哲男 田中久夫 富山俊吾 豊田明美 中村ひろみ 永塚 徹 根本康弘
野口智宏 服部敏雄 林 義行 原澤秀樹 治田芳久 広瀬雅美 船水康宏
細田知宏 細谷可祝 松葉憲二 茂木節夫 茂木孝雄 森田岳志 矢嶋 真
横山慶一 吉井宏文 吉井良弘 吉崎 裕

石井嘉一 米山奨学委員長
矢嶋 真 青少年奉仕委員長
岡田千代美 ニコニコＢＯＸ委員長
佐藤克佳 クラブ会報委員長
阿久澤嘉一 公共イメージ委員長
田中栄司 出席委員長
嶋方智之 ロータリー財団委員長

釣り部釣果報告

会長 森田岳志

年度末懇親会

日 時 6月17日(月) 点鐘 18時30分 会場 魚仲


