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前回例会［10/21］報告
本日の例会［11/11］のプログラム
今月［11 月］の表彰・お祝い
◎在籍年数表彰（12 名）
【32 年】児玉三郎

【6 年】 川嶋正靖 三村治
崎山譲治
【5 年】 市川誠二 大草良広
桑原幸雄 高見澤隆
【4 年】 逸見早苗
【3 年】 遠藤康弘
【2 年】 高橋琢
【1 年】 池田広之
◎誕生日祝（12 名）

富山俊吾 石井嘉一 細谷可祝
原澤秀樹 田中栄司 林義行
大河原吉明 小河原義光 鈴木宏子
大林俊也 高井俊一郎 福島浩司

誕生祝
結婚記念祝並びに
サンクスファミリーデー祝

市川豊行

善如寺信哉

治田芳久

横山慶一

会場
出席率

メーク
アップ

週間
出席者

週間
出席率

141

137

86

62.77%

5

91

66.42%

第 1 回ビジネス研究会

クラブ交流推進特別委員会

セコム上信越株式会社 執行役員小林政夫氏より、高崎警察管内の治
安情勢についての説明があり、本社社長室付部長 早坂琢磨氏から、「オ
リンピックと最新のセキュリティ」について講話がありました。
表舞台の裏側で安全を守ってくださっている方々の凄さに触れたビ
ジネス研究会でした。

11 月 5 日 ( 火 ) 第 2 回クラブ交流推
進特別委員会が開かれ、新潟西 RC、台
中港区 RC に交流した会員の方々の意見
や感想を踏まえて、友好クラブ契約締
結を目指す方向となりました。

ロータリー財団寄付

横山慶一

阿久澤嘉一 市川豊行 桂川修一 高見澤隆 竹山哲男
根本康弘 村上文治 茂木孝雄

19-20年度寄付目標
【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

富山俊吾

米山記念奨学会寄付

吉井宏文

梅山哲第 3 分区ガバナー補佐 新田 RC 木村会長他 5 名 新潟西 RC 大澤力会長
岡田千代美 神澤利之 高見澤隆 田中久夫 富山俊吾 豊田明美 長井友之
広瀬雅美 逸見早苗 三村治 茂木孝雄 吉井良弘 吉崎裕

【寄付目標 2,300,000 円】10 月 7 日の寄付額 88,000 円

出席者

児玉三郎 治田芳久 深野清一
神澤利之 川嶋正靖 竹山哲男
高見澤隆 高橋琢 小澤健一

矢嶋真
市川豊行

出席計算に
用いた会員数

阿久澤嘉一 市川豊行 岡本謙一 桂川修一 神澤利之 善如寺信哉
中澤洋子 根本康弘 原澤秀樹 松葉憲二 村上文治 茂木孝雄 吉井宏文
永塚徹

累計額 709,000 円（達成率 30.83%）

九州北部集中豪雨被害義援金並びに関東地方南部台風被害義援金（予定）

10/21 例会で受け付けた募金

22,000 円

10月の寄付額

財 団

その他

池田広之

総員

◎結婚記念日祝 ならびに
サンクスファミリーデー祝（9 名）

ニコニコボックス寄付
在籍年数表彰

出席報告

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
●伊勢崎中央 RC 会長 松原 香 様、
広報・IT 委員長・地区女性ネットワーク委員会 副委員長 髙橋 淳子 様、
長岡 克育 様、小田 澄江 様
４．食事
５．幹事報告
副幹事 細谷可祝
18-19 年度会員増強優秀クラブ（純増）第１位（９名）
18-19 年度米山奨学金寄付総額優秀クラブ第２位
６．委員会報告
●親睦委員会
委員長 三村治
●会員増強・職業分類委員会
副委員長 石井嘉一
［新会員紹介］大橋秀光 君
推薦者：神宮嘉一
上野勤 君
推薦者：神宮嘉一
大塚修一 君
推薦者：広瀬雅美
ポール・ハリス・フェローならびに米山功労者表彰
第 1 回米山功労者 大山駿作 君
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
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・ロータリー財団委員長 大草良広
14．点鐘
会長
広瀬雅美

台風 19 号の被害者の方への黙祷から始まりました。
ビジターには、国際ロータリー第 2840 地区 2019−
2020 年度第 3 区ガバナー補佐 梅山哲様（高崎北 RC）、
新潟西 RC 会長 大澤力様、新田 RC 会長 木村昭善様を
始めとするクラブの皆様など、大勢のビジターをお迎
えしての例会となりました。
また、令和元年度高崎 RC 基金贈呈式が行われ、選
出された 8 団体へ補助金が手渡されました。
新田 RC 会長木村様とバナー交換 高崎 RC 基金に選ばれた 8 団体

10月末までの
寄付累計額

年度目標額に
対する達成率

年次寄付

$924.29 $6,044.22 28.99%

ポリオ寄付

$347.06

米山

$743.92 17.84%

271,000円 620,000円 34.31%

