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出席報告

前回例会［4/6］報告

総員

出席計算に
用いた会員数

出席者

138

62

60

会場出席率 メークアップ 週間出席者 週間出席率

96.77%

0

60

96.77%

4 月 6 日理事会決議事項：出席規定の免除（新型コロナウイルスの感染流行に伴う）、免除者 76 名

【会長挨拶：広瀬雅美】
当クラブのように、自粛しているクラブもたくさんあり、予定
されていた国際大会を始め、中止や延期が相次いでいます。ロー
タリーの歴史の中でも初めての緊急事態で、災害補助金を今回の
事態に使用するどうか検討している状態です。例会も来週から 3
週間中止いたします。私たちはロータリークラブの会員である前
に会社の経営者であり、また、家族を守ることが最優先であると
考えています。そちらに尽力していただきたいと思います。
【報告事項】
延期…4 月 10 日
中止…4 月 11 日
4 月 12 日
4 月 19 日
4 月 22 日

高崎 RC パスト会長会
安中 RC 創立 55 周年記念式典．祝賀会
会長エレクト・幹事エレクト研修セミナー
群馬境 RC 設立 50 周年記念式典
3RC（高崎．高崎セントラル．高崎北）合同例会
前橋南 RC 創立 35 周年式典
4 月 25 日 地区大会記念ゴルフ大会
5 月 2 日 地区ローターアクト第 20 回地区年次大会
【左】在籍年数 44 年で表彰を受けた吉田吉太郎君
5 月 17 日 2020‐2021 年度地区研修・協議会
【右】ロータリー財団表彰を受けた関口俊介君
5 月 24 日 高崎東 RC 創立 40 周年記念行事
6 月 6 日 2020 ロータリー国際大会（ハワイ）日本人親善朝食会

ニコニコボックス寄付

ロータリー財団寄付

在籍年数
表彰

新井徳治
羽鳥修司

神宮嘉一
吉井良弘

富山俊吾 根本康弘
吉田吉太郎

誕生祝

市川誠二
堀越芳春

坂入悠太

佐藤克佳

結婚記念祝並びに
サンクスファミリーデー祝

植松巌 小保方由紀子 佐藤弘之 中村ひろみ
広瀬雅美 堀越芳春 丸山和久 森田岳志
新井徳治
広瀬雅美

泉純平

金井裕

市川誠二
丸山和久

植松巌

小宮良一

米山記念奨学会寄付
石井嘉一
佐藤弘之

市川豊行 植松巌
三村治 茂木孝雄

大草良広
森田岳志

小宮良一

19-20年度寄付目標

【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

高見澤隆

寄付目標 2,300,000 円
4 月 6 日の寄付額 92,000 円
累計額 1,910,000 円（達成率 83.04%）

市川豊行
三村治

財団／年次寄付
財団／ポリオ寄付
米山

4月の寄付額

4月末までの寄付累計額

年度目標額に
対する達成率

$377.42

$12,333.99

59.16%

$30.00

$1,807.10

43.34%

58,000円 1,180,000円

65.30%

第 10 回理事会［4/6］

○退会届
遠藤康弘 君［株式会社近畿日本ツーリスト関東 ぐんま支店長］転勤
松葉憲二 君［株式会社ジェイコム埼玉・東日本 群馬局長］転勤
○新会員推薦
佐々木尚央（ささき ひさお）氏
勤務先・役名：株式会社近畿日本ツーリスト関東 ぐんま支店長 職業分類：旅行業
推薦者：広瀬雅美 君
鈴木尚彦（すずき なおひこ）氏
勤務先・役名：株式会社ジェイコム埼玉・東日本 群馬局長 職業分類：ケーブルテレビ事業
推薦者：金井克智 君
市川薫（いちかわ かおる）氏
勤務先・役名：株式会社イチカワ物産 代表取締役 職業分類：不動産
推薦者：広瀬雅美 君
佐々木康壮（ささき こうぞう）氏
勤務先・役名：第一生命保険株式会社 営業部長 職業分類：生命保険
推薦者：小屋かをり 君、広瀬雅美 君

第 11 回理事会［5/11］

○手帳型会員名簿の作成について
○次年度のクラブ運営について
○次年度の会費について
○高崎ロータリークラブ事務局の仮移動について
○行事の中止
４月８日 第３分区 会長エレクト・次年度幹事の顔合わせ会
第３９回２８４０地区茶の湯研修会
○在宅勤務
国際ロータリー日本事務局（ロータリー財団）
ロータリー米山記念奨学会
ロータリーの友事務所
○ロータリーの友
「ロータリーの友」５月号の発行中止、５-６月合併号の発行
○ロータリー文庫 休館 ならびに 事務局員の在宅勤務

新入会員紹介

その他

髙橋弘樹

石井嘉一
佐藤弘之

第 10 回・第 11 回理事会報告

4 月入会

泉 純平
泉司法総合事務所
所長／司法書士

現在 45 歳。
妻と中学 1 年の子ども
が 1 人おります。お世話
になっている先輩がたく
さんいるこのクラブで微
力ですが、頑張りたい
と思います。

今月［5 月］の表彰・お祝い
◎在籍年数表彰（7 名）
【35 年】 川手 義昭
【22 年】 田中 久夫 長坂 資夫
【５年】 髙瀬 和利 樋田 康行
【３年】 上原 政弘 久米 貴久
◎誕生祝（14 名）
深野 清一 茂木 節夫 岡本 謙一
崎山 譲治 白井 直喜 山﨑 健
逸見 早苗 片山 政明 石原 理沙
松本 憲行 池田 広之 塚田 雄大
徳永健太郎 安藤 義之
◎結婚記念日祝 ならびに
サンクスファミリーデー祝（16 名）
佐藤 和徳 市川 哲名 吉井 良弘
富山 俊吾 原澤 秀樹 細田 知宏
石井 嘉一 岡田千代美 豊田 明美
大河原吉明 柳井 稔文 福村 好二
仲澤 賢一 髙橋 弘樹 浜谷 勉
徳永健太郎

