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1月18日(月)11:30 会場：マリエール高崎 司会進行：幹事 富山 俊吾

理事会で承認された事項
１．2021年1月、2月 例会・行事予定 1月25日、2月例会の中止
２．今後の例会・行事(1月例会、2月理事会・例会、3月地区補助金事業)の開催適否について

参考：○ガバナー事務所より「新会員セミナー開催方法等変更のお知らせ」
○第3分区ガバナー補佐の1月1日付挨拶状 「地区行事の開催見直しの可能性あり」

前橋、伊勢崎 1～2月例会中止 2/8 11:30～理事会を行いその他例会は休会
３．2020-2021年度第2840地区 地区大会（兼 高崎RC例会）の開催について

ホストクラブ 前橋RC サテライト会場ホストクラブ 高崎シンフォニーRC
日時 2021年4月25日（日）13：30～（登録は12：45～）
会場 Gメッセ群馬（サテライト会場） 大会登録料 ひとり2,000円（クラブ負担）
参加形態 会場参加 または Web参加
※インターアクトはWeb参加のみ → 高経附インターアクトにWeb開催をご案内するか？
地区と足並みを揃える 案内のみ 参加は自由

４．3月の花見例会について 2/8理事会にて決定する

報告事項
１．ガバナー事務所より

○下期地区分担金について
青少年交換・インターアクト・ローターアクト・RYLAの諸事業が開催できず再開の目途も立たない
ため、当該事業予算額を、下期地区分担金予定額の支払と相殺し、負担額を減額する。
［会員1人当たりの下期地区分担金］

下期地区分担金当初予定額 12,350円
－ 合計3,690円（青少年交換1,200円、インターアクト1,300円、

ローターアクト570円、RYLA 620円） ＝ 8,660円
〇新年互礼会のお詫び

２．高崎シンフォニーRC 創立25周年記念式典並びに祝賀会のご案内
日時：2021年4月10日(土) 式典 18：00より 祝宴 19：15より
会場：メトロポリタン高崎 ※正式なご案内は2ヶ月程前に送られてくる予定

３．館林ロータリークラブ 例会場変更のお知らせ
2021年2月より、例会場を「ニューミヤコホテル館林(館林市文化会館内)」へ変更

４．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

５．一般財団法人比国育英会バギオ基金 寄付依頼について
【寄付方法】
１、随時寄付 ①法人・個人：3,000円以上 ②ロータリークラブ：10,000円以上
２、継続寄付(年間一定の金額を毎年継続して寄付)

①維持後援者：年間3千円より10万円まで、金額に6つの分類あり
②維持後援ロータリークラブ：年間1万円より30万円まで、金額に6つの分類あり

クラブとして寄付しない
【寄付実績】［クラブ］ 2011-12年度 11,000円、 2016-17年度 10,000円

［会員個人］ 市川 豊行 君 計50,000円(2020年11月 第1回感謝状を受領)
６．ホテルグランビュー高崎

○パークグランビュー第2駐車場オープンのお知らせ
○パークグランビュー駐車場に係る運営担当は、ホテル宿泊部に変更(旧：㈱ココパルク)。
サービス券の販売等もホテル宿泊部フロントにて

７．公益社団法人高崎青年会議所 第30回高崎JCフォーラムのお知らせ(チラシ)

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

第7回理事会

https://takasaki-rc.org/

在籍年数表彰 阿久澤 嘉一 市川 哲名 金井 克智 吉井 宏文

誕生日祝 大草 良広 金井 克智 佐藤 栄一 佐藤 貴江 品川 幸仁 神宮 嘉一 竹山 哲男

記念日祝 金井 裕 善如寺 信哉

その他

阿久澤 嘉一 安藤 義之 石井 嘉一 泉 純平 市川 哲名 上原 政弘 植松 巌 江畑 晴彦
大河原 吉明 大草 良広 大林 俊也 岡田 千代美 岡本 謙一 小此木 能信 小保方 由紀子
桂川 修一 岸 義將 桑原 幸雄 小泉 健 小泉 裕美 小屋 かをり 佐々木 康壮 佐藤 栄一
品川 幸仁 芝崎 勝治 髙橋 弘樹 高見澤 隆 塚田 雄大 徳永 健太郎 富山 俊吾 永塚 徹
中村 ひろみ 根本 康弘 林 義行 深澤 辰也 細田 知宏 茂木 孝雄 森田 岳志 紋谷 直幸
矢嶋 真 山﨑 健 山田 由紀子 吉井 宏文

高崎ロータリー
クラブ基金

山﨑 健

第20回例会

1月18日(月) 点鐘12:10 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．会長挨拶……会長 吉崎 裕 君
３．幹事報告……幹事 富山 俊吾 君
●理事会報告
●本日、下期会費の現金納入を受け付けました。
これ以降の納入は、クラブ銀行口座へのお振込をお願いします。

●財団と米山の寄付領収証について
1月末に、「ロータリー財団」と「ロータリー米山記念奨学会」より、確定申告用の領収証が届く予
定です。届き次第、寄付実績のある方に順次郵送します。領収証の額面は、半年または一年間の累計
額です。

●配布物………「ロータリーの友」1月号、第2840地区ガバナー月信チラシ、週報19号
中止したクリスマス例会で配布予定だったプレゼント 他

●回覧(１部)…クラブ例会変更、ガバナー月信 等
４．点鐘…………会長 吉崎 裕 君

ニコニコボックス寄付
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≪1月迄の累計額、累計額の年度寄付目標に対する達成率≫

2020-2021年度ニコニコボックス寄付目標 2,300,000円

1月末までの寄付累計額(円) 年度目標額に対する達成率

1,192,000 51.83%

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

1月末までの寄付累計額(円) 年度目標額に対する達成率

175,000 35.00%

ロータリー財団 ・ ロータリー米山記念奨学会 寄付（1月分）

ロータリー財団 寄付
天田 朝憲 石井 嘉一 大河原 吉明 桂川 修一 金井 克智 久米 貴久
小泉 健 富澤 謙吉 豊田 明美 森田 岳志 吉崎 裕

米山記念奨学会 寄付
天田 朝憲 石井 嘉一 大河原 吉明 金井 克智 豊田 明美 原澤 秀樹
三村 治 吉崎 裕

≪1月の寄付額、1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年度寄付目標
【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)
【米山】 特別寄付：1,820,000円(＠13,000円)

1月の寄付額
1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($) 532.71 13,576.35 64.65%

財団ポリオ寄付($) 205.78 1,933.72 46.04%

米山(円) 36,000 1,293,000 71.04%

会員数：138名(2021年1月末)


