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週報 第 23 号［2020 年 7月 13 日発行］
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 23号

前回例会［6/22］報告

高崎ロータリー基金報告

クラブ協議会

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

140 103 98 95.15% 5 103 100%

◎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

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 37 名

ニコニコボックス寄付

市川豊行   上原政弘   大草良広   岡田千代美
桂川修一   金井克智   川嶋正靖   北村久美子
桑原幸雄   田中栄司   田中久夫   富山俊吾
豊田明美   根本康弘   細谷可祝   三村治
森田岳志   横山慶一   吉崎裕

小屋かをり   佐藤貴江   髙瀬和利   樋田康行
深堀達義   矢嶋真

新井徳治   大橋秀光   岸義將   髙瀬和利
塚田雄大   深堀達義

岡田千代美   金井克智   佐藤貴江   善如寺信哉
髙瀬和利   原澤秀樹   深堀達義　

寄付目標 2,300,000 円
6 月 22 日の寄付額 123,000 円
累計額 2,216,000 円（達成率 96.35%）

誕生祝

その他

在籍年数
表彰

金井克智　広瀬雅美　細谷可祝高崎 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

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

【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

6月の寄付額 6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

$2,433.54

$342.43

209,000円

$14,767.53

$2,149.53

1,389,000円

70.83%

51.55%

76.87%

19-20年度寄付目標

米山

ロータリー財団寄付

米山記念奨学会寄付

天田朝憲   大橋秀光   桂川修一   北村久美子   佐藤栄一
佐藤貴江   品川幸仁   髙瀬和利   塚田雄大   服部敏雄
治田芳久　村上文治　茂木節夫　横山慶一

天田朝憲   大橋秀光   佐藤栄一   善如寺信哉   髙瀬和利
塚田雄大　治田芳久　村上文治　茂木節夫　横山慶一 8団体89万円の交付決定をしていましたが、4団体が事業完了、1団体は完了予定となっ

ています。また、新型コロナの影響で事業を実施できなかった3団体（群馬いのちの電話、
子育てお母さん応援団 NPO 法人 iitoko、精神保健福祉ボランティアやよい会）へ支援
金をお渡ししました。

【会長挨拶：広瀬雅美】
今日は久しぶりに 100 名近い出席となりました。本来であれば、東京オリンピックなどお祝いムードの年度の
はずでしたが、後半は新型コロナの影響を受ける、予想もしない事態となりました。そんな中でも、「インター
アクトクラブ新設」、「学習塾 HOPE への寄付」、「高崎 RC 基金設立」、「ビジネス研究会の開催」など、その他の
委員会でも、皆さんに支えられた 1年でした。
これからも長くロータリーに関わっていきたいと思っておりますで、今後ともよろしくお願いいたします。

2019-2020 年度 役員・理事・委員長の皆さん、一年間お疲れ様でした！

会長挨拶の動画はこちら

マリエールさんにご用意いただいたアクリルの仕切り板で
しっかりと新型コロナ対策も！

マルチプル・ポール・ハリス
・フェロー ４の表彰を受ける
市川豊行君

ゴルフ部年度末表彰で、第２回
定例ゴルフコンペ 1位の表彰を
受ける岡田千代美君

群馬いのちの電話　 精神保健福祉ボランティア
やよい会

子育てお母さん応援団
NPO法人 iitoko


