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前回例会［11/25］報告
本日の例会［12/2］のプログラム

（クラブ年次総会につきビジターの方はご退席いただきます）

ニコニコボックス寄付
在籍年数
表彰

川嶋正靖

誕生祝

大河原吉明 小河原義光 高井俊一郎

結婚記念祝並びに
サンクスファミリーデー祝

その他

19-20年度寄付目標

岡田千代美
丸山和久

寄付目標 2,300,000 円
11 月 25 日の寄付額 45,000 円
累計額 876,000 円（達成率 38.09%）
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クラブ協議会

株式会社 MAT
一級建築士事務所
代表取締役

第 5 回理事会報告

米山記念奨学会寄付
嶋方智之

出席計算に
用いた会員数

田中朋亨

10 月入会

ロータリー財団寄付

市川誠二

総員

30 名以上の会員の参加により、クラブ協議会が開催されました。
広瀬会長、森田ガバナーの挨拶では、「双方のやりとりで進めて行き
たい」という協議会の主旨が明確にされました。各委員会の委員長
より活動内容の発表されて、森田ガバナーからの激励やご意見もい
ただき今後の活動につながる協議会となりました。

大橋秀光 嶋方智之 竹山哲男 田中久夫 豊田明美 中村ひろみ 茂木孝雄

川嶋正靖
森田高史ガバナー
飯島哲也 上野正人
田中久夫 広瀬雅美

◎在籍年数表彰（6 名）
【33 年】清水正爾
【22 年】富澤謙吉
【5 年】 柴田敏
【2 年】 大林俊也 紋谷直幸
金井裕
◎誕生日祝（11 名）
吉田吉太郎 市川哲名 金井克智
三村治 桑原幸雄 樋田康行
高見澤隆 善如寺信哉 天田朝憲
小宮良一 中川徹
◎結婚記念日祝 ならびに
サンクスファミリーデー祝（8 名）
横地宏紀 永塚徹 中澤洋子
上原政弘 阿久津照孝 小河原義光
池田広之 石原理沙

新入会員紹介

高崎ロータリークラブクラブ年次総会
幹事 神宮嘉一
１．クラブ年次総会開会挨拶
会長 広瀬雅美
２．クラブ年次総会
議事進行 会長 広瀬雅美
報告
前年度会計報告ならびに本年度会計中間報告 会計 新井徳治
議題
2019-2020 年度役員・理事について 会長エレクト 吉﨑裕
３．クラブ年次総会閉会挨拶・点鐘
会長 広瀬雅美

今月［12 月］の表彰・お祝い

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
●
４．食事
５．幹事報告
副幹事 細谷可祝
６．委員会報告
●親睦委員会
委員長 三村治
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

【森田ガバナースピーチ】
公式訪問例会の開催に当たりまして、ご準備などご尽力をいただき
心から感謝しております。今年の 1 月にサンディエゴで行われた国際
ロタリーでは初の試みとして、世界中のインターアクトクラブが呼ば
れ、応募 1200 名の応募から 600 名が参加しました。それは、ロータ
リーの存続のために若い方々の参加が大切だという考え方の実施であ
り、マーク・ダニエル・マーロニー会長のスピーチの中でも成長には
若い力が必要であると述べられていました。
各々のクラブでの自治権が認められているので、時代の変化に合わせ
て対応していくことが必要です。

中村ひろみ

【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

$1,856.50

$7,900.72

37.89%

財団／ポリオ寄付

$277.80

$1,021.72

24.50%

米山

90,000円

710,000円

39.29%

〇群馬県肢体不自由児協会より 「手足の不自由な子どもたちを守り育む運動」の募金協力依頼
〇ガバナー事務所より
「2840 地区・2560 地区（新潟県）合同 インターアクト海外研修旅行募集」について
研修先：中華民国台湾省台北懸三重市（国際ロータリー第 3490 地区）
交流先：新北市立三重高級中学校
研修期間：２０２０年３月２６日（木）〜３月２９日 ( 日 ) （３泊４日）
〇クラブ交流推進特別委員会
新潟西 RC、台中ハーバー RC との友好クラブ締結について
〇九州北部集中豪雨被害義援金、台風１５号集中豪雨被害義援金
募金実績：10/7 例会･･･74,500 円、10/21 例会･･･22.000 円
義援金（10/24 に送金済み）：募金合計 96,500 円＋クラブ支出金 40,500 円＝ 137,000 円
〇日本のロータリー 100 周年実行委員会より 「クラブと会員のロータリーに関する意識調査ご協力のお願い」
対象：５名 （WEB アンケート回答期限：11 月 20 日（水）
）

