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高崎ロータリークラブ週報
第 17号

本日の例会［2/10］のプログラム

前回例会［2/3］報告

第 8回理事会報告

今月［2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

137 136 85 62.50% 2 87 63.97%

◎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）

【2019 学年度米山奨学生　劉雪爍さん】
　奨学金、ありがとうございます。中国は、新型コロナウィルスの蔓延で困ってい
ます。日本政府の支援や SNS で応援メッセージで中国は励まされています。私自身
もカウンセラーの石井さんから家族のことを心配して気遣ってもらいました。「苦し
い時に真の友がわかる」という中国のことわざがあります。今後、日中の友好関係
が深まります様に。そして、早く中国に平穏な日が来ます様に祈っています。

【会長の日：広瀬 雅美】
［平和について］
　平和とは自由に何でもチャレンジできることです。紛争のときは、そんなことを
考えられない状態になります。以前、国連の方から、「世界が平和になるには教育が
大事だ」とお聞きしました。ノーベル平和賞のマララさんもスピーチの中で「教育
をうける権利を子どもたちに与えて欲しい」と伝えていました。「政府は、戦車を作
れるのに、どうして教育にお金を出さないのでしょう」とも…ロータリークラブの
中では学校を作っているクラブもあります。今後も考えていくべきテーマです。
［自分なりの健康法について］
　子どもの頃は病弱で、よく病院に連れて行かれました。剣道を初めてから、健康
になりましたが、30 代は青年会議所活動で不摂生をして、40 代前半には自律神経失
調症に悩まされました。ロータリーに入会してからも飲み会のあった翌朝会社に行
くのが辛くて、自分なりの健康法を考えるようになりました。剣道を再開し、毎日
1万歩を歩き、酒席の二次会に参加しないことを決めました。毎日、10 時から 11 時
には就寝して、朝は 5 時に起きて、6 時に会社に行けるようになりました。「今年度
の会長は二次会に参加しない」という声も聞きますが、ぜひご理解頂けると幸いです。
もちろん、翌日が休みであれば、お付き合いします。皆様も自分にあった健康法を
探してみてください。

○退会届
　飯島哲也 君［株式会社上毛新聞社 高崎支社長］転勤
○新会員推薦
　高橋徹（たかはし　とおる）氏
　勤務先・役名：株式会社上毛新聞社 高崎支社長　　
　職業分類：新聞
　推薦者： 樋田康行 君
○３RC合同例会について
　3月 10 日（火）
　受付 17:30　記念撮影 18:10　点鍾 18:30
　ホテルラシーネ新前橋（前橋市古市町 1-35-1）
○青少年奉仕委員会
　「高崎の未来を考える高校生政策研究会」について

○ガバナー事務所より「米山奨学生・世話クラブ及び
　カウンセラー募集のご案内」
　新たな留学生： 19 名　受け入れ： 2020 年 4 月より
○「首里城火災に対する支援金」の募金結果について
　募金実施日：1月 20 日例会　募金額 ： 70,500 円
○ガバナー事務所より
　「2020 ロータリー国際大会 2840 地区・地区ナイト
　のご案内」
○2530 地区より
　「復興フォーラムへのご参加・ご登録のお願い」
○ロータリー米山記念奨学会より
　「米山奨学生向け 『新型コロナウイルス関連肺炎に関
　する注意喚起』 実施報告」

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
　●元会員 大和ハウス工業株式会社 役員 高橋浩之 様
４．食事
５．幹事報告 幹事 神宮嘉一
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．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
　●株式会社小澤忠商店  代表取締役社長  小澤健一 君
　●株式会社ユタカペイント  代表取締役社長  金井裕  君
　●株式会社ジェイコム埼玉・東日本  群馬局長  松葉憲二  君
10 ．点鐘 会長 広瀬雅美

ニコニコボックス寄付

宇都宮南 RC・中野智之会長エレクト、他 1名　
阿久澤嘉一　竹山哲男　中村ひろみ　丸山和久

石原理沙　佐藤克佳　佐藤弘之　田中栄司　林義行

桂川修一　田中久夫　塚越良也　豊田明美　茂木孝雄

天田朝憲　小林政夫　崎山譲治　佐藤克佳　塚田雄大

寄付目標 2,300,000 円
2 月 3日の寄付額 67,000 円

累計額 1,680,000 円（達成率 73.04%）

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

石井嘉一　岡田千代美　金井裕　神澤利之
関口俊介　富山俊吾　中村ひろみ　服部敏雄
細谷可祝　三村治　森田岳志　茂木節夫

江畑晴彦　川嶋正靖　崎山譲治　佐藤貴江
中村ひろみ　服部敏雄　細谷可祝　丸山和久
三村治　茂木節夫　森田岳志

結婚記念祝並びに
サンクスファミリーデー祝

新
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介

2 月入会

竹下   真
株式会社高崎髙島屋
代表取締役

昭和 40年生まれ。
趣味はゴルフです。

高島屋新宿店副店長を経
て 1/1 より赴任しました。
初めての単身赴任生活。
ご指導宜しくお願い
いたします！

宇都宮南 RC会長エレクト
中野智之様とバナーの交換


