Takasaki Rotary Club
高崎ロータリークラブ週報 第21号

●誕生日祝、記念日祝(結婚記念日ならびにサンクスファミリーデー)…親睦委員
８．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

[2021年4月19日発行]

第10回理事会
4月5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4月、5月 例会・行事予定 4月21日(水) 3クラブ合同親睦例会の中止(無期延期)
２．5月行事(通常例会ほか)の開催適否について → 弁当にて開催 承認
３．例会場について
2021-2022年度よりホテルグランビュー高崎へ戻すか否か
※ホテルグランビュー高崎特約駐車場の不足問題
→折衝の結果、ホテル北側の立体駐車場(駐車可能台数・約70台)は貸し切りにできる
根本年度から試しにグランビューにて例会開催することで検討する
４．退会届 ①小屋かをり 君(東京ガス株式会社 群馬支店 支社長)…転勤
報告事項
１．本年度実施地区補助金事業の内容の見直しについて
2021年6月6日(日)市民公開例会「今、みつばちが教えてくれる事」
講師：ラジオパーソナリティー 内藤 聡 様
会場：Gメッセ群馬大会議室
時間：集合13時→会場設営→例会実施→片付け→解散17時
弁当はなし
２．高崎RC・高崎セントラルRC・高崎北RC 3クラブ合同親睦例会の開催について 中止(無期延期)
３．2021-2022年度 地区研修・協議会の開催について
日時：2021年5月23日(日)
・登録受付 12：30～13：00 ・開会 13：00 ・閉会 17：15
場所：メイン会場 前橋商工会議所
前橋市日吉町1-8-1 ℡ 027-234-5111
分科会会場 前橋商工会議所
前橋市日吉町1-8-1 ℡ 027-234-5111
参加対象：各クラブ5名(次年度の会長･幹事･会員増強委員長･奉仕委員長(職業奉仕)･ロータリー財団委員長）
地区役員(パストガバナー、次年度の研修委員･委員長･会計監査人)
登録料：クラブ5名…＠1,000円(クラブ負担)
地区役員･･･なし
４．2020-2021年度 第9回全国インターアクト研究会(ホスト：RI第2590地区) 中止のお知らせ

第21回例会
4月5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．国家…………君が代
ロータリーソング……奉仕の理想
四つのテスト
３．会長挨拶……会長 吉崎 裕 君
４．幹事報告……幹事 富山 俊吾 君
●理事会報告
●新規米山奨学生・李芸曼(ﾘ ｲﾏﾝ)さんの世話クラブを受諾。ロータリー米山記念奨学会より世話クラブ委嘱状、
カウンセラー委嘱状を受領した。カウンセラーは中村ひろみ君。
●配布物………「ロータリーの友」2月～4月号、第2840地区ガバナー月信チラシ2月～4月号、
地区大会チラシ、クラブの奉仕活動実践事例集、週報20号
会長行事(在籍年数表彰･誕生日祝･記念日祝)記念品、財団･米山表彰品 他
●回覧(１部)…クラブ例会変更、ガバナー月信 等
５．委員会報告…
●会員増強・職業分類委員会委員長 江畑 晴彦 君
[新会員紹介]
松岡 淑憲 君
推薦者： 船水 康宏 君
登丸 晃司 君
推薦者： 田中 久夫 君
桜庭 周清 君
推薦者： 田中 久夫 君、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」 〇マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 1
石井 嘉一 君
〇ポール・ハリス・フェロー
竹山 哲男 君、小泉 健 君
●米山奨学委員会副委員長 小林 政夫 君
「米山功労者表彰」 ○第1回米山功労者
吉崎 裕 君、大河原 吉明 君
６．出席報告……出席委員会委員長 原澤 秀樹 君
７．会長行事
●在籍年数表彰…出席委員会委員長 原澤 秀樹 君

石原 理沙 佐藤 克佳 佐藤 弘之 品川 幸仁 神宮 嘉一 高橋 徹 富山 俊吾 根本 康弘 服部 敏雄
林 義行 深澤 辰也 丸山 和久 山﨑 健 吉井 良弘 吉田 吉太郎

在籍年数表彰
誕生日祝

市川 誠二 市川 豊行 上原 政弘 岡田 千代美 小澤 健一 桂川 修一 神澤 利之 小泉 健 坂入 悠太
仲澤 賢一 深澤 辰也 船水 康宏 堀越 芳春 茂木 孝雄 森田 岳志

記念日祝

大澤 博史 金井 克智 川手 義昭 桑原 幸雄 小泉 健 小林 政夫 坂入 悠太 崎山 譲治 佐藤 克佳
佐藤 弘之 髙瀬 和利 高橋 徹 中村 ひろみ 服部 敏雄 広瀬 雅美 船水 康宏 茂木 孝雄 森田 岳志
吉田 吉太郎

その他

阿久津 照孝 石井 嘉一 市川 哲名 市川 豊行 小澤 健一 川嶋 正靖 神澤 利之 岸 義將
北村 久美子 佐藤 栄一 髙瀬 和利 竹山 哲男 永塚 徹 中村 ひろみ 根本 康弘 茂木 節夫 矢嶋 真

高崎ロータリー
クラブ基金

広瀬 雅美

≪本日のニコニコボックス寄付額、本日迄の累計額、累計額の年度寄付目標に対する達成率≫
ニコニコボックス寄付目標 2,300,000円

ニコニコボックス【高崎RC基金用】寄付目標 500,000円

本日までの寄付累計額(円)

年度目標額に対する達成率

本日までの寄付累計額(円)

年度目標額に対する達成率

1,413,000

61.43%

180,000

36.00%

９．点鐘…………会長

吉崎 裕 君

令和3年度高崎ロータリークラブ基金を紹介する番組(ラジオ高崎)
番組名：みらいのカケラ
放送日：
本放送 4月から9月までの第1・3月曜日14時15分
再放送 4月から9月までの第2・4月曜日14時15分
15分番組
出

演：吉崎会長(6月迄)
根本エレクト(7～9月)
ラジオ高崎アナウンサー
4月5日放送の音声データはこちらから視聴できます↑

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/

