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高崎ロータリークラブ［第 2840 地区］
創立／ 1954 年 3月 30 日
例会日／毎週月曜日 12:10 ～ 13:10
事務局・例会場／ホテルグランビュー高崎
TEL.027-327-2888　FAX.027-327-2887
連絡時間／ 9:00 ～ 15:00

週報 第 13 号［2019 年 12 月 9日発行］
会長／広瀬雅美
幹事／神宮嘉一　SAA／ 富山俊吾
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

高崎ロータリークラブ週報
第 13号

本日の例会［12/9］のプログラム

前回例会［12/2］報告

クラブ年次総会

今月［12月］の表彰・お祝い

出
席
報
告

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 85 60.28% 5 90 63.83%

◎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

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
　　　国際大会推進委員会副委員長  竹中  隆  様【高崎北ＲＣ】
　●富岡中央ロータリークラブ　会長  横尾  眞喜  様
　●米山奨学生  李  品萱（リー　ピンシェン）様（台湾出身）
４．食事
５．幹事報告
　●6RC 新年会… 1 月 22 日ホテルグランビュー高崎にて
　●委嘱状授与　国際ロータリー第 2840 地区 2019-2020 年度
　　　　　　　　ロータリー米山記念奨学生選考委員  石井嘉一 君
６．委員会報告
　●親睦委員会 委員長  三村治
　●ロータリー情報委員会 副委員長  金井克智
　●米山奨学委員会 副委員長  崎山譲治
　　　第 1回米山功労者　天田朝憲  君
　　　第 15 回米山功労者　田中久夫  君
７．出席報告、出欠システム講習会実施報告 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．新会員卓話 プログラム委員長  豊田明美　　
　●光保険サービス株式会社  代表取締役  上原政弘  君
　●株式会社広田住宅センター  代表取締役  広田金次郎  君
　●東京ガス株式会社  群馬支社  支社長  小屋かをり  君
　●株式会社みなとや  代表取締役  田中栄司  君
10．点鐘 会長　広瀬雅美

ニコニコボックス寄付
大林俊也　金井裕　清水正爾

天田朝憲　市川哲名　金井克智　桑原幸雄
善如寺信哉　高見澤隆　樋田康行　中川徹
浜谷勉　三村治　吉田吉太郎

上原政弘　小河原義光　中澤洋子　永塚徹

神澤利之　茂木節夫　山﨑健

結婚記念祝並びに
サンクスファミリーデー祝

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

天田朝憲　新井徳治　金井克智　小泉健　小林政夫
佐藤弘之　品川幸仁　関口俊介　中村ひろみ
服部敏雄　逸見早苗　細谷可祝　茂木節夫　森田岳志
山﨑健

新井徳治　岡本謙一　金井克智　小泉健　佐藤健司
佐藤弘之　品川幸仁　高見澤隆　中村ひろみ
服部敏雄　逸見早苗　細谷可祝　茂木節夫　山﨑健

寄付目標 2,300,000 円
12 月 2日の寄付額 69,000 円
累計額 945,000 円（達成率 41.09%）

【会長挨拶】
　ガバナー公式訪問では、ご協力ありがとうございました。森田ガバ
ナーから非常に高い評価をいただきました。そして、以前から色々な
ご意見のある例会の進め方ですが、試行錯誤しながら、より良い方法
に変えて行きたいと思っています。先日、ユネスコ協会の設立 50 周
年記念に参加してきました。高崎ロータリークラブは協賛会員として
協力をしてきました。日本ユネスコ協会は、発展途上国の教育など、
ロータリークラブの事業と近い活動をしているので、高崎ユネスコ協
会と協力して何かできるかもしれないと考えています。

　クラブ年次総会では、2020-2021 年度のクラブ役員、理事、監査が
吉崎会長エレクトより紹介があり、会員の皆様から承認をいただきま
した。また、会計の新井徳治君より会計報告がありました。

第 6回理事会報告
〇年会費（下期分）納入について…「下期会費納入のお願い文」の配信 1/6 日頃、現金集金日 1/20 日
〇事務局年末年始休暇について… 12/30 日～ 1/5　緊急連絡先： 幹事 神宮嘉一
〇ガバナー事務所より
　　「地区大会記念ゴルフ大会＆JAZZ LIVE」の 開催日決定について
　　10/14 の地区大会記念ゴルフ大会が台風 19 号集中豪雨被害により中止
　　　→2020/4/25 に軽井沢 72 ゴルフにて開催決定

 会長 吉﨑　裕
 会長エレクト 根本　康弘
 副会長（ノミニー） 桂川　修一
 副会長 治田　芳久
 幹事 富山　俊吾
 ＳＡＡ 嶋方　智之
 会計 高見澤　隆
 直前会長 広瀬　雅美

 監査 長井　友之

 副幹事 矢嶋　真
 副幹事 天田　朝憲
 ロータリー情報委員長 金井　克智
 親睦委員長 岡本　謙一
 プログラム委員長 中村　ひろみ
 会員増強・職業分類委員長 江畑　晴彦
 職業奉仕委員長 小泉　裕美
 社会奉仕委員長 大澤　博史
 ロータリー財団委員長 岡田　千代美
 ロータリー戦略計画委員長 関口　俊介

役員
理事

監査

2020-2021 年度  クラブ役員・理事・監査　名簿

在籍年数 33 年の表彰を受けた清水会員

クラブ年次総会


