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公共イメージ委員会／
中澤洋子 大澤博史 樋田康行 中村ひろみ
久米貴久 石原理沙 松葉憲二
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前回例会［11/11］報告
本日の例会［11/25］のプログラム

ニコニコボックス寄付
在籍年数表彰

誕生祝

その他

大草良広
高見澤隆

桑原幸雄
三村治

児玉三郎

石井嘉一 大林俊也 大山駿作
林義行 原澤秀樹 細谷可祝

田中栄司

富山俊吾

小澤健一
深野清一

高見澤隆

竹山哲男

児玉三郎

伊勢崎中央 RC4 名・館林東 RC1 名
阿久澤嘉一 上野勤 大橋秀光 大林俊也 大山駿作
小林政夫 田中栄司 三村治 茂木孝雄 吉田吉太郎
11 月 11 日の寄付額

【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
◎結婚記念日祝 ならびに
サンクスファミリーデー祝（9 名）

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

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

141

141

91

64.54%

2

93

65.96%

合同親睦夜間例会

ロータリー財団実績報告を行う大草委員長

野球部

11 月 19 日 ( 火 ) ホテルメトロポリタン高崎において高崎 RC・高崎南 RC 合
同親睦夜間例会が開催されました。10 年ぶりの合同例会とあって多数の会員
が参加しました。アトラクションはソプラノ歌手の六角実華さんと今井陽子
さんのピアノ伴奏によるコンサート。美しい歌声に耳を傾けながら、親子ク
ラブの親睦が深まる例会となりました。

高崎市議会と交流戦！
11 月 13 日、城南球場で高崎市
議会議員チームと試合を行い、
16 対 11 で打撃戦を制しました。
松葉君が見事完投しました！

ロータリー財団寄付

片山政明
逸見早苗

神澤利之

◎在籍年数表彰（12 名）

122,000 円

累計額 831,000 円（達成率 36.13%）

阿久澤嘉一 天田朝憲 石井嘉一
市川誠二 岡本謙一 桑原幸雄
小泉健 佐藤弘之 神宮嘉一
竹山哲男 豊田明美 服部敏雄
細谷可祝 茂木節夫 森田岳志

米山記念奨学会寄付
阿久澤嘉一 天田朝憲 石井嘉一
市川誠二 小澤健一 桑原幸雄
小泉健 崎山譲治 佐藤弘之
善如寺信哉 服部敏雄 細谷可祝
茂木節夫 茂木孝雄

新入会員紹介

結婚記念祝並びに
サンクスファミリーデー祝

市川誠二
崎山譲治

今月［11 月］の表彰・お祝い

出席報告

１．点鐘
会長 広瀬雅美
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 広瀬雅美
●国際ロータリー第 2840 地区 2019-2020 年度
ガバナー 森田 高史 様【伊勢崎ＲＣ】、
第３分区ガバナー補佐 梅山 哲 様【高崎北ＲＣ】、
地区幹事 新井 良和 様【伊勢崎ＲＣ】、
地区副幹事 関 徹也 様【伊勢崎ＲＣ】、岸 慈音 様【伊勢崎ＲＣ】
４．食事
５．幹事報告
幹事 神宮嘉一
●本日の予定
〇記念撮影 例会終了後 13:10 頃〜、例会場にて
〇クラブ協議会 13:20 〜 14:20、2 階「MYOGI」にて
６．委員会報告 ・・・
●会員増強・職業分類委員会
委員長 川嶋正靖
［新会員紹介］ 田中 朋亨 君
推薦者：川嶋正靖
７．出席報告
出席委員長 小保方由紀子
８．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
９．ガバナースピーチ【２５分】
2019-2020 年度 ガバナー 森田 高史 様
（１）国際ロータリー マーク・ダニエル・マローニー会長のお話
（２）ガバナースピーチ
10．点鐘
会長 広瀬雅美

【会長挨拶】
先日初開催したビジネス研究会では、セコム様より、東京オリンピックの
最新の警備対策等についてご講話いただきました。また、公共イメージ委員
会を行っていただき、クラブの HP、ロータリーの友への投稿等今後の活動
計画について打ち合わせました。そして、地区大会が盛大に開催され、11
月もボーリング大会、ゴルフ大会、クラブ交流推進特別委員会など盛りだく
さんの活動が続きましたが、今後ともご協力いただきながら、活動に取り組
んでいきますので、よろしくお願いします。
米山功労者として表彰を受けた大山駿作君
【奨学生：劉さん】
いつもありがとうございます。ライラ研修会で学んだことを発表します。
いつも笑顔でいると、良いことが起こり、楽しい雰囲気になり、夢の実現に
つながるということです。私も奉仕の精神でより良い社会作りに貢献できる
よう努力したいと思います。

10 月入会

10 月入会

10 月入会
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