Takasaki Rotary Club
高崎ロータリークラブ週報 第22号

≪4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

4月末までの寄付累計額(円)

年度目標額に対する達成率

1,530,500

66.54%

[2021年5月10日発行]

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

第22回例会
4月19日(月) 点鐘12:10

会場：マリエール高崎

関口 俊介 髙橋 弘樹 田中 久夫 豊田 明美

記念日祝

植松 巌

高崎ロータリー
クラブ基金

204,000

40.80%

ロータリー財団・ ロータリー米山記念奨学会

寄付（4月分）

ロータリー財団 寄付

天田 朝憲
豊田 明美

石井 嘉一
細谷 可祝

大澤 博史
茂木 節夫

岡田 千代美
森田 岳志

関口 俊介

竹山 哲男

米山記念奨学会 寄付

天田 朝憲
服部 敏雄

石井 嘉一
細谷 可祝

大草 良広
茂木 節夫

岡田 千代美 高橋 徹 富山 俊吾
森田 岳志 吉田 吉太郎

富山 俊吾
豊田 明美

≪4月の寄付額、4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)

田中 久夫

誕生日祝

その他

年度目標額に対する達成率

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………それでこそロータリー
３．会長挨拶、ビジター紹介他…会長 吉崎 裕 君
●国際ロータリー第2550地区 宇都宮南ロータリークラブ
会長 中野 智之 様、会長エレクト 関口 隆 様、幹事 長谷川 博夫 様
次年度幹事、プログラム委員長 佐々木 隆 様、副SAA 横尾 憲一 様
４．幹事報告…幹事 富山 俊吾 君
●4月25日は地区大会(例会)です。会場参加もしくはWEB参加をお願します。
4月26日例会は休会です(年間予定)
●配布物……………………地区大会パンフレット(参加の際にご用意ください)と
地区大会記念品「日本ロータリークラブ100周年記念切手」、
群馬いのちの電話案内チラシ 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………………
●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」
〇ポール・ハリス・フェロー 大草 良広 君、久米 貴久 君
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

4月末までの寄付累計額(円)

4月の寄付額

4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($)

499.96

14,076.31

67.03%

財団ポリオ寄付($)

90.91

2,024.63

48.21%

米山(円)

88,000

1,381,000

75.88%
会員数：136名(2021年4月末)

小保方 由紀子

【訃報】4月25日、治田芳久会員（79才）がご逝去されました。ご冥福をお祈り申し上げます。

宇都宮南ロータリークラブ様・5名 大草 良広 大橋 秀光 岡田 千代美 桂川 修一 桜庭 周清
高井 俊一郎 高見澤 隆 竹山 哲男 富山 俊吾 広瀬 雅美 茂木 節夫 紋谷 直幸 吉井 宏文
吉井 良弘 吉崎 裕 吉田 吉太郎

天田 朝憲 大草 良広 桜庭 周清 品川 幸仁 服部 敏雄 広瀬 雅美 細谷 可祝 横山 慶一
吉井 宏文

８．令和三年度高崎ロータリークラブ基金 贈呈式
進行： 高崎ロータリークラブ基金運営委員会委員長
１、挨拶…………会長 吉崎 裕 君
２、補助金贈呈…会長 吉崎 裕 君

広瀬 雅美 君

一、
二、
三、
四、
五、

襲雷舞踊団 ＜春の陣2021＞
社会福祉法人 群馬いのちの電話 ＜広報活動のための事業＞
こども食堂ネットワーク高崎 ＜こども食堂ネットワーク2周年記念＞
特定非営利活動法人 オドリバ ＜子ども食堂・フードバンク活動などによる食糧支援活動＞
特定非営利活動法人 高崎子ども劇場
＜どんな時でも子ども達に遊び心を届けよう。初心者でもできるオンライン配信・連続講座＞
六、 NPO法人 居場所づくりサポート samiitosu ＜サミートス子ども食堂＞
七、 NPO法人 群馬わんにゃんネットワーク ＜高崎さくら猫プロジェクト＞
八、 よりみちふれあいコンサート運営委員会 ＜よりみちふれあいコンサート＞
九、ぐんま里山学校 ＜不登校や引きこもりの子ども達の為のはじめの一歩事業＞

３、補助金対象団体代表者のスピーチ
９．閉会・点鐘………………………会長 吉崎 裕 君

4月18日俱楽部我山にて、有志の参加による「宇都宮
南RC対抗戦」が行われました。
市川豊行会員・石原理沙会員の活躍により、高崎RC
が勝利を収めました。

2840地区リーダーシップセミナー
2021年4月24日(土)
前橋商工会議所会館に
おいて2840地区リー
ダーシップセミナーが
開催され、岡田千代美
会員が「ポリオになっ
た僕」の物語の発表が
ありました。

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/

