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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 16号

本日の例会［2/３］のプログラム

前回例会［1/20］報告

今月［2月］の表彰・お祝い
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メーク
アップ

週間
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週間
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136 136 99 72.79% 7 106 77.94%

◎在籍年数表彰（8名）
　【14 年】　広瀬 雅美
　【５年】　佐藤 克佳　田中 栄司
　　　　　林 義行
　【４年】　品川 幸仁
　【３年】　佐藤 弘之
　【２年】　井上 正春　石原 理沙
◎誕生日祝（12名）
　市川 豊行　柴田 敏　深堀 達義
　塚越 良也　田中 久夫　紋谷 直幸
　桂川 修一　井上 正春　豊田 明美
　茂木 孝雄　小泉 裕美　新井 典子
◎結婚記念日祝 ならびに
　サンクスファミリーデー祝（8名）
　川手 義昭　崎山 譲治　佐藤 克佳
　天田 朝憲　久米 貴久　小林 政夫
　高井 俊一郎　塚田 雄大
　　　　　　　　　　　　（敬称略）

　2020 年初回の例会が開かれ、首里城へ寄付も募るなど社会奉仕を掲げるロー
タリークラブらしく、新年がスタートしました。
［事務局について］冨樫さんが 2 月に退職予定のため、新事務員に黒澤さんが加
わりました。事務局は 9 時から 15 時まで、12 時から 13 時は休憩時間のため、
電話は受けられませんのでご注意ください。
［親睦委員会より］花見例会を 3 月 30 日 18 時 30 分、マリエール高崎にて開催
いたします。ご参加宜しくお願いいたします。
【会長の日：広瀬雅美】
　今月は職業奉仕月間です。ロータリーの友でも特集が組まれております。自分
なりには 4 つのテストと照らし合わせて仕事を行なっておりますが、取り組みは
難しいです。それは「職業は利益を追求し、奉仕は利益を求めない」相反する言
葉がひとつになっているからです。クロネコヤマト創業者の小倉泰臣さんの次男
で、銀座新ロータリークラブ会員でもある小倉昌男さんは「サービスが先、利益
は後」と語られています。国連も SDGs で、社会の課題を解決するのは使命であ
ることを伝えています。

【新年会】
　1月 27 日（月）、「魚とし」にて高崎ロータリー
クラブ新年会が開催されました。高崎市内も今
シーズン初めての雪が降る夜に、寒さにも負け
ず、会場に入り切れないほどたくさんの会員で
賑やかで笑い声の絶えない新年会でした。

【6RC 合同新年会】
　1 月 22 日（水）、高崎 6 ロータリークラブ合
同新年例会がグランビュー高崎で開催されまし
た。富岡賢治市長を始め、錚々たる来賓の方々
から祝辞を頂戴し、250 名ものロータリアンが
参加した華やかな祝宴となりました。

【第 2回ビジネス研究会】
　1 月 21 日（火）、ザジョージアンハウス 1997 にて、第 2 回ビジネス研究会が
開催されました。職業奉仕委員長の佐藤健司会員が「外国人受け入れ」をテーマ
に講演。外国人就労の現状や入国管理法の改正などによる今後の影響を現場の事
例など含め分かりやすく説明していただきました。その後の情報交換会懇親会も
活発に意見交換がなされとても有意義なセミナーとなりました。

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
　●宇都宮南ロータリークラブ　会長エレクト　中野智之 様
　●2019 学年度米山奨学生　劉雪爍さん
４．食事
５．幹事報告 幹事 神宮嘉一
　●理事会報告
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 委員長 桂川修一
　　「第 3回オリエンテーション開催予定」
　●公共イメージ委員会 委員長 中澤洋子
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
14．点鐘 会長 広瀬雅美

ニコニコボックス寄付

阿久津照孝  大河原吉明  大山駿作
岡田千代美　金井克智　田中久夫
豊田明美　服部敏雄　広瀬雅美
細谷可祝　茂木孝雄　矢嶋真

阿久澤嘉一　市川哲名　大山駿作
金井克智　中澤洋子　吉井宏文

阿久津照孝　大草良広　川嶋正靖
佐藤栄一　佐藤貴江　品川幸仁
神宮嘉一　竹山哲男　富澤謙吉
中澤洋子　山崎吉郎　吉崎裕

金井裕　川手義昭

寄付目標 2,300,000 円
1 月 20 日の寄付額 113,000 円
累計額 1,626,000 円（達成率 70.70%）

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

市川豊行　植松巌　大河原吉明　金井克智　神澤利之　関口俊介
富澤謙吉   豊田明美   中村ひろみ   根本康弘   服部敏雄   広瀬雅美
細谷可祝　茂木節夫　吉崎裕

市川豊行　植松巌　大河原吉明　金井克智　金井裕　関口俊介
竹山哲男　中村ひろみ　服部敏雄　細谷可祝　茂木節夫　吉崎裕

【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

1月の寄付額 1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

$1,231.80

$195.44

98,000円

$10,306.62

$1,488.01

964,000円

49.43%

35.68%

53.35%

19-20年度寄付目標

米山

結婚記念祝並びに
サンクスファミリーデー祝

在籍年数 34年の表彰を受ける
市川哲名君

ポール・ハリス・フェローとして
表彰を受ける天田朝憲君


