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第11回理事会
5月10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5月、6月 例会・行事予定 ※ 5月17日、5月31日休会
２．5月行事、6月行事の開催適否について
３．本年度の決算に向けて、特別事業や寄付の実施について
例会等事業の中止により、年度予算より大幅に多く余る分を、どのように扱うか
→ 6月に改めて報告、審議
４．新会員推薦 ①佐藤 隆一(さとう りゅういち)氏
勤務先・役名：東京ガス株式会社 群馬支社 支社長
職業分類：都市ガス供給販売 推薦者：羽鳥 修司 君
５．ガバナーエレクト事務所 2021-2022年度地区研修・協議会について
○開催方法変更のお知らせ
①参加者が一堂に会する方式での開催を取り止め、
Ｗeb(ZoomとYouTube)を取り入れる開催方法に変更
地区役員…原則、会場での参加、各クラブ参加者…Ｗeb参加
②Ｗeb参加の要領やZoom接続のID等については後日ご連絡
○決議事項書面投票のお願い
決議事項1. 2021-2022年度 地区組織
決議事項2. 2021-2022年度 地区予算(会長、会長エレクトに一認)
６．高崎市国際交流協会
○令和3年度会費の納入について(お願い)
団体の会費：10,000円 過去実績：例年、納入済み
○令和3年度総会の開催について(通知)
日時：5月25日(火)午前11時 会場：高崎市役所
議題：事業報告・計画、決算・予算 出欠席回答：出欠席(委任状)を5月14日迄に連絡
報告事項
１．退会 治田 芳久 君(有限会社インテリア・ハルタ 代表取締役) …ご逝去により4月26日付退会
２．本年度実施地区補助金事業
・6月6日市民公開例会「今、みつばちが教えてくれる事」 ※中止
３．群馬境ロータリークラブ 創立50周年記念行事の規模縮小での開催について
４．桐生西ロータリークラブ 事務局および例会場の移転について
５．群馬交響楽団 2021年度賛助会員「法人会員（B）」
賛助会回数券23枚(18枚 + 追加配布5枚)の配布について
本日より、5月例会において、希望者の申込を受け付ける(受付に記入用紙あり)
6月以降に改めて申込受付する
６．高崎ユネスコ協会 令和3年度通常総会の開催について(ご案内)
日時：令和3年5月16日(日) 13：30～14：30
会場：高崎市中央公民館 視聴覚集会室
※会場の受け入れ可能人数の都合上、出席は無理のないように。 → 欠席

第24回例会
5月10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、ビジター紹介他…会長 吉崎 裕 君
●治田会員へ捧げる黙禱
●2021学年度米山記念奨学生 李芸曼(ﾘ ｲﾏﾝ)さん
４．幹事報告…幹事 富山 俊吾 君
●理事会報告
●4月25日地区大会にて授与された、各種表彰について
○2019-2020年度地区ガバナー表彰
①最優秀ガバナー賞 ②奉仕活動部門最優秀賞 ③新会員入会最多クラブ賞
④ロータリー財団年次寄付総額優秀クラブ賞 ⑤ポリオプラス寄付人頭額優秀クラブ賞
○永年在籍表彰(在籍年数40年以上) 在籍45年 吉田 吉太郎 君
●配布物…………………… 「ロータリーの友」5月号、第2840地区ガバナー月信チラシ5月号、
会長行事(在籍年数表彰･誕生日祝･記念日祝)記念品 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………………ゴルフ部部長 品川 幸仁 君
6RCゴルフコンペ 団体戦優勝：高崎ロータリークラブ
個人戦優勝：川手 義昭 君 クラブ内コンペ優勝：吉崎 裕 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
●誕生日祝､記念日祝(結婚記念日並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
在籍年数表彰

髙瀬 和利

樋田 康行

誕生日祝

石原 理沙

岡本 謙一

記念日祝

市川 哲名
原澤 秀樹

岡田 千代美

その他

上原 政弘
丸山 和久

桂川 修一
紋谷 直幸

金井 裕 品川 幸仁
吉田 吉太郎

高崎ロータリー
クラブ基金

関口 俊介

髙瀬 和利

高見澤 隆

崎山 譲治

徳永 健太郎

佐々木 尚央

茂木 節夫

髙橋 弘樹

吉崎 裕

徳永 健太郎

登丸 晃司

広瀬 雅美

中村 ひろみ 原澤 秀樹

富山 俊吾

広瀬 雅美

矢嶋 真

９．奨学生挨拶…………………米山カウンセラー 中村 ひろみ 君、
2021学年度米山記念奨学生 李芸曼(ﾘ ｲﾏﾝ)さん
１０．点鐘………………………会長 吉崎 裕 君
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≪5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

5月末までの寄付累計額(円)

年度目標額に対する達成率

1,607,000

69.87%

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
5月末までの寄付累計額(円)

年度目標額に対する達成率

221,000

44.20%

ロータリー財団・ ロータリー米山記念奨学会 寄付（5月分）
ロータリー財団 寄付

阿久澤 嘉一
吉井 良弘

大澤 博史

桂川 修一

豊田 明美

細谷 可祝

米山記念奨学会 寄付

阿久澤 嘉一

高見澤 隆

服部 敏雄

細谷 可祝

茂木 節夫

三村 治

茂木 節夫

≪5月の寄付額、5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)
5月の寄付額

5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($)

275.22

14,351.53

68.34%

財団ポリオ寄付($)

27.52

2,052.15

48.86%

米山(円)

28,000

1,409,000

77.42%

会員数：137名(2021年5月末)

第12回理事会
5月31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6月 例会・行事予定、6月行事の開催適否について
・6日 市民公開例会 中止 ・7日 クラブ協議会 中止
・14日 開催(弁当持ち帰り) ・21日 開催(弁当持ち帰り)

２．2021年7月 例会・行事予定
３．本年度の特別寄付等の実施について
年度末残高予想：一般会計 約600万、特別会計(ニコニコ)約100万円
寄付先(案)：高崎市社会福祉協議会(現況確認の上対応 100万円承認)
高崎経済大学附属高等学校(15万円分消毒液 他承認)
４．次年度のクラブ運営について
年間予定、会費 他
５．退会届
①船水 康宏 君(株式会社中島電機製作所 代表取締役社長)… 会社都合(会社閉鎖)
②山田 由紀子 君(有限会社プリーマ 代表取締役)…一身上の都合
③安藤 義之 君(株式会社メモリード 執行役員 本社統括部長)…会社都合(転勤)
③德永 健太郎 君(NTT東日本 群馬支店 支店長)…会社都合(転勤)
６．高崎市緑化運動推進委員会 令和3年度「緑の募金」へのご協力について(お願い)
納入期限：8月6日(金) 昨年度募金額：10,000円
７．宇都宮南RC 6月6日 11：00 魚仲にて、調印式
友好クラブ
報告事項
１．2021-2022年度 RI第2840地区インターアクト年次大会
○例年７月に開催しているインターアクト年次大会
↓変更
2021-2022年度：顔合わせ等を兼ねてオンラインによる年間活動状況の報告を実施
○高崎経済大学附属高等学校インターアクトクラブに、年間活動状況報告書の作成を依頼中
２．第35回高崎6RC対抗ゴルフ大会 結果報告
参加者：91名 団体戦優勝：高崎ロータリークラブ 個人戦優勝：川手 義昭 君
３．2021ロータリーバーチャル国際大会(台北)の登録と登録方法について
全会員に案内済み：5月24日付「日本のロータリー100周年を祝う会(オンライン配信)」と
「2021年ロータリー国際大会(バーチャル開催)」について
４．桐生赤城ロータリークラブ 新例会場について
新例会場： 桐生地場産業振興センター
５．米山学友会 総会延期のお知らせ
６．群馬交響楽団 2021年度賛助会員「法人会員（B）」
賛助会回数券23枚(18枚 + 追加配布5枚)の配布について
6月例会において、希望者の申込を受け付ける(受付に記入用紙あり) → 7月末まで継続受付
７．高崎市暴力追放推進協議会
①令和3年度通常総会の書面議決について
後日に送られてくる総会資料を確認の上、書面議決にて承認を実施
②会員名簿情報の提出について
2021年7月1日現在の団体の代表者について報告済み(根本会長エレクト)
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