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本日の例会［10/7］のプログラム

前回例会［9/9］報告

委員長連絡会議報告②

【トピック】

今月［10月］の表彰・お祝い
◎在籍年数表彰（8名）
　【31 年】市川 豊行
　【29 年】竹内 功
　【20 年】関口 俊介
　【13 年】桂川 修一
　【5年】岩崎 重雄　善如寺 信哉
　　　 　横山 慶一
　【3年】中村 ひろみ

◎誕生日祝（11名）
　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　金井 裕　小林 政夫
　浜谷 勉　村上 文治

◎結婚記念日祝 ならびに
　サンクスファミリーデー祝（15名）
　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　吉井 宏文　吉崎 裕
　江畑 晴彦　横山 慶一　小泉 裕美
　田中 栄司　塚越 良也　土屋 清

ニコニコボックス寄付

第 4回理事会報告

出
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報
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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

137 137 86 62.77% 4 90 65.69%

鏡山愛理

北村久美子　服部敏雄

中川徹　紋谷直幸

安藤義之　岡田千代美　田中栄司
永塚徹　広瀬雅美　茂木孝雄

寄付目標 2,300,000 円
　9 月 9日の寄付額 33,000 円

累計額 539,000 円（達成率 23.43%）

結婚記念祝

誕生祝

その他

在籍年数
表彰

ロータリー財団寄付

米山記念奨学会寄付

安藤義之  石井嘉一  市川誠二  桂川修一  北村久美子  根本康弘  茂木節夫

石井嘉一　岩崎重雄　神澤利之　崎山譲治　茂木節夫

１．点鐘 会長　広瀬雅美
２．国歌、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　広瀬雅美
　●2019 学年度米山奨学生　劉雪爍さん
４．食事
５．幹事報告 神宮嘉一
６．委員会報告
　●高崎 RC基金運営委員会 事務局長　岡田千代美
　●ロータリー財団委員会  委員長　大草良広
　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー ６　吉井良弘 君
　●親睦委員会 三村治
　●野球部
７．出席報告  出席委員長　小保方由紀子
８．会長行事
９．ニコニコボックス報告 ニコニコボックス委員長　上原政弘
10．ロータリー財団 先月実績報告 ロータリー財団委員長　大草良広
11．米山奨学 先月実績報告ならびに米山月間について
 米山奨学委員長　茂木節夫
12．奨学生 奨学金授与ならびに挨拶
 2019 学年度米山奨学生　劉雪爍さん
13．会長の日 会長　広瀬雅美
14．点鐘 会長　広瀬雅美

【ゲスト卓話】講師／NPO法人学習塾HOPE　代表  高橋寛 様
 　経済的貧困層の子どもたちに無料で学習支援しています。2012 年４月に開校。
当時、厚生労働省によると中・高校生の６人に１人が貧困状態でした。家庭が生活
保護を受けている・片親・あるいは病気のために親が働けないなどが理由です。明
日開校する前橋市の広瀬を含めて現在 15 校で、学生や退職者がボランティアで勉
強を教えています。
　高崎市内の 6 校だけが行政の支援がなく、募金を募って運営しています。今回高
崎ロータリークラブさんから、事務機器と備品をいただきました。
　HOPE で学んだ子どもが大学に進学して教員を目指すなど、実績も出てきました。
将来の日本を担う子どもたちの育成にこれからもご協力お願いいたします。

○新会員推薦
　田中朋亨 氏
　勤務先・役名：㈱MAT 一級建築士事務所　代表取締役
　職業分類：設計事務所　　推薦者：川嶋正靖 君
　大橋秀光 氏
　勤務先・役名：㈲光建装　代表取締役社長
　職業分類：塗装業　　推薦者：神宮嘉一 君
　上野勤 氏
　勤務先・役名：㈲上野建興　代表取締役
　職業分類：未定　　推薦者：神宮嘉一 君
　大塚修一 氏

　勤務先・役名：㈱レストランスワン ザ・ジョージアンハウス1997 総支配人
　職業分類：レストラン　　推薦者：広瀬雅美 君
○高崎 RC基金運営委員会
　基金書類審査通過者によるプレゼンテーション審査結果
　　申込：11 件→書類審査通過：9件→8件に基金交付
○ロータリー戦略計画委員会
　出欠報告に関して、2020年以降、原則ウェブへ全面移行
○ガバナー事務所より「九州北部集中豪雨被害義援金募集のお願い」
　義援金額：ひとり 500 円以上
○群馬県共同募金会より（例年度実績： 10,000 円）
○（公財）ボーイスカウト日本連盟より（18-19 年度実績 10,000 円）

〇国際奉仕委員会
ポールジレット奨学生事業の報告と今後の課題
〇社会奉仕委員会
9/20　RC 基金審査会
奉仕団体の発掘と相互関係の構築
〇RC財団委員会
寄付の PR強化と 3年後の地区補助金事業の構想
〇戦略計画委員会
9/11　委員会開催予定

〇公共イメージ委員会
ロータリーの友への寄稿、委員会事業を週報へ掲載
〇ニコニコボックス委員会
委員会や親睦メンバーを含めて受付体制を整備
〇青少年奉仕委員会
高校生議会に向けて市議会当局との調整
〇SAA
食事内容の更なる向上と、そろそろ配席の模様替え

【財団】年次基金:$20,850／＠$150・ポリオプラス基金:$4,170／＠$30
【米山】特別寄付:1,807,000円／＠13,000円

9月の寄付額 9月末までの寄付累計額 年度目標額に対する達成率

財団／年次寄付

財団／ポリオ寄付

$1,524.51

$179.26

103,000円

$5,119.93

$396.86

349,000円

24.56%

9.52%

19.31%

19-20年度寄付目標

米山

高橋代表からクラブに感謝状が
贈られました

　さる9月11日、当クラブの鈴木宏子君が、アメリカのバトルクリー
ク公団の増本勝義さんとロバート・コーダーさんと共に高崎 RC 事
務所を訪れました。偶然にも増本さんはバトルクリーク RC のメン
バーで、広瀬会長とバナーの交換を行うことができました。
　思いがけず、高崎市と姉妹都市でもあるバトルクリークのみなさ
んとの良い出会いとなりました。


