Takasaki Rotary Club
高崎ロータリークラブ週報 第03号

会場：マリエール高崎

司会：幹事 富山 俊吾

１．点鐘・・・会長 吉崎 裕 君
２．ロータリーソング・・・我等の生業
３．会長挨拶、ビジター紹介他・・・会長 吉崎 裕 君
４．幹事報告・・・幹事 富山 俊吾 君
●本日は上期会費(60,000円)の現金集金日でした。これ以降の納入は、銀行振込で
お願いします。
●①事務局の引っ越し
仮事務局から、本来の事務局の場所【ホテル1階・エレベーターの右手】へ
戻ります。
引っ越し予定日：8月7日(金) ※その前後は電話等が不通になります。
②ホテルグランビュー高崎のリニューアルオープン 8月18日(火)
③ホテルグランビュー高崎特約立体駐車場のオープン 11月完成予定
●配布物・・・なし
●回覧(1部)・・・クラブ例会変更、ガバナー月信、
ロータリー米山記念奨学会ニュース 等
５．委員会報告・・・公共イメージ委員会委員長 永塚 徹 君
●会員増強・職業分類委員会委員長 江畑 晴彦 君
[新会員紹介] １．紹介 ２．新会員挨拶 ３．会長より会員章の授与
佐々木 尚央(ササキ ヒサオ) 君 推薦者：広瀬 雅美 君
●ロータリー財団委員会委員長 岡田 千代美 君
[ロータリー財団表彰] マルチプル・ポール・ハリス・フェロー6 服部 敏雄 君
●米山奨学委員会委員長・・・久米 貴久 君
「米山功労者表彰」第2回米山功労者 治田 芳久 君
「米山功労クラブ表彰」第21回米山功労クラブ(2020年6月表彰)
●野球部・・・佐藤 弘之 君
8月20日(木)高崎市議会議員チームとの練習試合
高崎市城南球場 17時00分集合
６．出席報告・・・出席委員会委員長 原澤 秀樹 君
７．ニコニコボックス報告・・・ニコニコボックス委員会委員長 小泉 健 君
在籍年数表彰

大河原 吉明

誕生日祝
記念日祝

小宮 良一

その他

久米 貴久

高崎ロータリー
クラブ基金

北村 久美子

品川 幸仁
久米 貴久

山﨑 健
茂木 節夫

≪本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ寄付額、本日迄の累計額、累計額の年度寄付目標に対する達成率≫

[2020年8月3日発行]

第3回例会
7月27日(月) 点鐘12:10

○久米 貴久 君 … 今期、米山委員長になりました。よろしくお願いします。
○品川 幸仁 君 … ドラクエタクトの株が上がりました

2020-2021年度ニコニコボックス寄付目標

2,300,000円

本日の寄付額(円)

本日までの寄付累計額(円)

年度目標額に対する達成率

18,000

213,000

9.26%

2020-2021年度ニコニコボックス【高崎ロータリークラブ基金用】
寄付目標
500,000円
本日の寄付額(円)

本日までの寄付累計額(円)

年度目標額に対する達成率

15,000

80,000

16.00%

ロータリー財団 ・ ロータリー米山記念奨学会 寄付
ロータリー財団 寄付

泉 純平 市川 誠二 大草 良広 北村 久美子
佐藤 弘之 神宮 嘉一 長井 友之 野口 智宏
吉崎 裕

米山記念奨学会 寄附

泉 純平

佐藤 弘之

神宮 嘉一

富山 俊吾

久米 貴久
茂木 節夫
茂木 節夫

小宮 良一
茂木 孝雄
茂木 孝雄

≪今月の寄付額、今月末までの累計額、累計額の年度寄付目標に対する達成率≫
20-21年度 【財団】 年次基金寄付：＄21,000（＠＄150）、ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ基金寄付：
＄4,200（＠＄30）
寄付目標 【米山】 特別寄付：1,820,000円（＠13,000円）
今月の寄付額

今月末までの
寄付累計額

年度目標額(年度当初会員数
140名当たりに対する達成率)

財団年次寄付($)

3,073.87

3,073.87

14.64%

財団ポリオ寄付($)

480.37

480.37

11.44%

米山(円)

239,000

239,000

13.13%

会員数：139名(2020年7月末)

高崎ロータリークラブ
事務局：ホテルグランビュー高崎 例会場：マリエール高崎
TEL：027-327-2888 FAX： 027-327-2887 連絡時間：9:00～15:00
創立：1954年3月30日 例会日：毎週月曜日 12:10～13:10
会長：吉崎 裕 幹事：富山 俊吾 SAA：嶋方 智之
公共イメージ委員会：永塚 徹 林 義行 金井 裕 石原 理沙
大林 俊也 村上 文治 茂木 節夫 山中 清之
市川 哲名 糸井 丈之
2020-2021 高崎RC目標
今こそ新しいロータリー、
未来ある子供達に奉仕の大切さを伝えよう

https://takasaki-rc.org/
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８．理事・監査・委員長就任挨拶

会員増強・職業分類委員長

公共イメージ委員長
永塚 徹 君

職業奉仕委員長
小泉 裕美 君

ニコニコボックス委員長

ロータリー財団委員長

青少年奉仕委員長
佐藤 克佳 君

ロータリー戦略計画委員長

米山奨学委員長
久米 貴久 君

監査
長井 友之 君

サーファーズパラダイス
RC訪問委員長
吉井 良弘 君

出席委員長
原澤 秀樹 君

江畑 晴彦 君

岡田 千代美 君

９．点鐘・・・会長 吉崎 裕 君

関口 俊介 君

小泉 健 君

