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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
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本日のプログラム

前回例会［6/15］報告

今月［6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

140 97 90 92.78% 6 96 98.97%

◎在籍年数表彰（17名）
　【30 年】　深堀  達義
　【26 年】　糸井  丈之
　【20 年】　芝崎  勝治
　【8年】　  岡本  謙一　矢嶋  真
　【5年】  　大澤  博史　細田  知宏
　【4年】  　天田  朝憲　佐藤  栄一
　【2年】　  小屋  かをり　髙橋  弘樹
　　　　 　小林  政夫　高井  俊一郎
　【1年】  　浜谷  勉　佐藤  貴江
　　　　  　岸  義將　土屋  清
◎誕生祝（14名）
　清水 正爾　嶋方 智之　新井 徳治
　細田 知宏   大澤 博史   小保方由紀子
　佐藤 弘之　高橋  琢　岸  義將
　大橋  秀光　大塚  修一　高橋  徹
　佐々木  尚央　市川 薫
◎結婚記念日祝 ならびに
　サンクスファミリーデー祝（12名）
　糸井  丈之　関口  功　関口  俊介
　桂川  修一　山中  清之　嶋方  智之
　善如寺  信哉　逸見  早苗
　小此木  能信   小宮  良一   佐藤  貴江
　安藤  義之

新入会員紹介 高崎の未来を考える高校生政策研究会

5 月入会

佐々木 尚央
（株）近畿日本ツーリスト関東 
ぐんま支店長

5月入会

鈴木 尚彦
（株）ジェイコム埼玉・東日本
群馬局長

5月入会

市川 薫
（株）イチカワ物産
代表取締役

5月入会

佐々木 康壮
第一生命保険（株）
営業部長

6 月 1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 43 名

ニコニコボックス寄付

佐藤克佳　神宮嘉一　関口俊介　服部敏雄　広瀬雅美　吉崎裕

天田朝憲　上原政弘　大澤博史　岡本謙一　久米貴久　小林政夫
佐藤栄一　田中久夫　野口智宏　吉田吉太郎

安藤義之   石原理沙   大澤博史   大塚修一   岡本謙一   小保方由紀子
片山政明　神澤利之　小泉健　佐藤健司　佐藤弘之　嶋方智之
清水正爾　高橋徹　徳永健太郎　逸見早苗　茂木節夫　山﨑健

安藤義之　石井嘉一　市川哲名　片山政明　桂川修一　嶋方智之
関口俊介　徳永健太郎　富山俊吾　豊田明美　浜谷勉　船水康宏
逸見早苗　茂木孝雄　吉井良弘　仲澤賢一　

寄付目標 2,300,000 円
6 月 15 日の寄付額 170,000 円
累計額 2,093,000 円（達成率 91.00%）

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　市川哲名　大塚修一
金田悦郎　小泉健　児玉三郎
高見澤隆　中澤洋子　野口智宏
林義行　細谷可祝　茂木節夫
茂木孝雄　山﨑健　山崎吉郎
吉田吉太郎

石井嘉一　市川誠二　市川哲名
大塚修一　小澤健一　児玉三郎
高見澤隆　豊田明美　中澤洋子
野口智宏　林義行　原澤秀樹
細谷可祝　茂木節夫　山﨑健
吉田吉太郎

神宮嘉一高崎 RC
基金用寄付

結婚記念祝並びに
サンクスファミリーデー祝

【会長の日：広瀬雅美】
　「ロータリーの友」が創刊以来初めての合併号となりました。事
務局が在宅勤務で編集をしてくれました。新型コロナについて沢山
のことが紹介されていますので、目を通してください。厳しい時代
の中で生き残るのは、強く賢いものではなく環境に合わせて変化し
てきたものだと何度かお話しさせていただいておりますが、今、ま
さにロータリーの存続が問われています。

■委員長
茂木節夫 ［米山奨学委員長］
大河原吉明 ［青少年奉仕委員長］
佐藤克佳 ［国際奉仕委員長］
上原政弘 ［ニコニコＢＯＸ委員長］
中澤洋子 ［公共イメージ委員長］
小保方由紀子 ［出席委員長］
田中久夫 ［クラブ交流推進特別委員長］
■理事
大草良広 ［ロータリー財団委員長］
岡田千代美 ［社会奉仕委員長］
佐藤健司 ［職業奉仕委員長］
川嶋正靖 ［会員増強・職業分類委員長］
豊田明美 ［プログラム委員長］
三村治  ［親睦委員長］
桂川修一 ［ロータリー情報委員長］
桑原幸雄 ［監査］
関口俊介 ［ロータリー戦略計画委員長］
田中栄司 ［副幹事］　細谷可祝 ［副幹事］
■役員
新井徳治 ［会計］　富山俊吾 ［ＳＡＡ］
森田岳志 ［直前会長、高崎 RC基金運営委員長］
吉崎裕 ［会長エレクト］　根本康弘 ［副会長］
服部敏雄 ［副会長］　神宮嘉一 ［幹事］
広瀬雅美 ［会長］

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
４．幹事報告 幹事  神宮嘉一
５．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］佐々木尚央  君　推薦者： 広瀬雅美  君
　●ロータリー財団委員会 委員長  大草良広
　「会員寄付表彰」マルチプル・ポール・ハリス・フェロー ４　　市川豊行  君
　●高崎ロータリークラブ基金運営委員会 副委員長 横山慶一
　「令和元年度高崎ロータリークラブ基金　補助金支給団体の活動報告」
　●高崎ロータリークラブゴルフ部 部長  品川幸仁
　「年度末表彰」　第１回定例ゴルフコンペ　１位  阿久澤嘉一  君
　　　　　　　　第２回定例ゴルフコンペ　１位  岡田千代美  君
６．出席報告 出席委員長  小保方由紀子
７．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

クラブ協議会
１．クラブ協議会開会 会長  広瀬雅美
２．役員・理事・委員長退任挨拶
３．クラブ協議会閉会・例会点鐘 会長  広瀬雅美

今年度から次年度への橋渡しとなりますが、オンラインの例会について
公共イメージ委員会の大澤副委員長から説明してもらいます。

世界中のロータリーが zoom などを使って例会をオンラインで開催し始
めています。
ツールの選び方や参加形態、例会としての形式の維持など検討すべきこ
とがあり、参加にあたって、必要に応じて、ヘッドフォンやマイクなど
の機材の購入が発生することも考えられます。現在、オンライン例会を
実施している 2つの事例をご紹介します。

①花輪ロータリークラブ
YouTube で会員さんに見てもらう手法です。

②東京中央新ロータリークラブ
zoom で参加者全員の顔を写したり、発表する方の顔をクローズアップ

戦略計画委員会の報告を行う
関口俊介委員長

5月の在籍年数表彰（22 年）を受ける
田中久夫君

6月の在籍年数表彰（20 年）を受ける
芝崎勝治君

第８回米山功労者として表彰を受ける
服部敏雄君

青少年奉仕委員会は、6 月 2 日に「高崎
の未来を考える高校生政策研究会」を開
催し、上毛新聞に紹介されました。


