
【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

3月の寄付額 3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

$418.17

$0

25,000円

$11,956.57
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42.62%

62.09%
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本日の例会［4/6］のプログラム

前回例会［3/2］報告

今月［4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

137 137 75 54.74% 4 79 57.66%

◎在籍年数表彰（7名）
　【44 年】　吉田 吉太郎
　【33 年】　羽鳥 修司
　【21 年】　吉井 良弘
　【18 年】　根本 康弘
　【11 年】　富山 俊吾
　【10 年】　神宮 嘉一
　【5年】　  新井 徳治
◎誕生祝（11名）
　堀越 芳春　神澤 利之　佐藤 健司
　佐藤 克佳　市川 誠二　小泉 健
　松葉 憲二　髙橋 弘樹　坂入 悠太
　福村 好二　深澤 辰也
◎結婚記念日祝 ならびに
　サンクスファミリーデー祝（18名）
　服部 敏雄　堀越 芳春　深堀 達義
　船水 康宏　森田 岳志　広瀬 雅美
　金井 克智　植松 巌　大澤 博史
　髙瀬 和利　片山 政明　中村 ひろみ
　遠藤 康弘　佐藤 弘之　広田 金次郎
　坂入 悠太   茂木 孝雄   小保方 由紀子

【会長挨拶：広瀬雅美】
　本日の例会より、マリエール高崎での開催となりました。新型コロナウィルスの影響でスケジュールの変更
が予想されております。中止となる例会もありますが、23 日以降については、後日判断しご連絡します。この
1、2 週間が山場と言われておりますが、本日の例会も、早く終わるよう進めたいと思います。2 月 23 日には、
2840 地区の 20 周年記念祝賀会がありました。記念誌をいただいております。
【2019 学年度米山奨学生　劉雪爍さん】
　奨学金をありがとうございます。1 年があっという間でした。ボランティア活動等を通じロータリー精神など
多くを学び、ロータリーソングを歌えるようになりました。「みんなのためになるかどうか」の問いに応えられ
るよう頑張ります。

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 幹事 神宮嘉一

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］　泉純平 君　推薦者： 金井裕 君、川嶋正靖 君

　●ロータリー財団委員会 委員長 大草良広

　「ロータリー財団表彰」

　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー １　関口俊介 君

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

12．会長の日 会長 広瀬雅美

13．点鐘 会長 広瀬雅美

ニコニコボックス寄付

阿久澤嘉一　石井嘉一　高橋徹
樋田康行

上原政弘  岡田千代美  小此木能信
関口俊介　仲澤賢一　船水康宏
森田岳志

服部敏雄　治田芳久

小泉健　佐藤健司　吉田吉太郎

寄付目標 2,300,000 円
3 月 2日の寄付額 57,000 円

累計額 1,818,000 円（達成率 79.04%）

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

阿久澤嘉一  石井嘉一  岡本謙一  中澤洋子  服部敏雄  細谷可祝
茂木節夫  森田岳志

阿久澤嘉一  石井嘉一  中澤洋子  服部敏雄  細谷可祝  茂木節夫
結婚記念祝並びに
サンクスファミリーデー祝
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介

3 月入会

高橋 徹
株式会社上毛新聞社
高崎支社長

地元の塚沢小、
塚沢中出身です。

新聞業界も新規ビジネ
スを手掛ける時代です。
気軽にお声掛け
ください。

２０１９－２０２０年　４月　会長行事

○ 在籍年数表彰（７名）

○ 誕生祝（１１名）・・・　読み上げのみ (BGMﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞﾄｩﾕｰ)

○ 結婚記念祝（１８名）

マリエール高崎の例会場 あいさつする広瀬雅美会長

38 年の在籍年数表彰を受ける服部敏雄君 1年間の奨学期間を終えた劉さん

2月 23 日、伊勢崎プリオパレスにおいて

国際ロータリー第 2840 地区
20 周年記念祝賀会


