
Takasaki Rotary Club
高崎ロータリークラブ週報 第25号 [2021年7月12日発行]

6月21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．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2840地区 2020-2021年度 第3分区ガバナー補佐 君島 准逸 様 【高崎シンフォニーRC】

４．ガバナー補佐スピーチ
国際ロータリー第2840地区 2020-2021年度 第3分区ガバナー補佐 君島 准逸 様 【高崎シンフォニーRC】

５．幹事報告…………………幹事 富山 俊吾 君
●本日は年度末につき、普段より豪華なお弁当になっています。余ったお弁当の購入については、いつもはひとつ

500円以上の寄付としていますが、本日はひとつ1000円以上のニコニコボックス寄付でお願いします。
●次回例会は、次年度第1例会、7月12日です。会場はホテルグランビュー高崎です。
●配布物…………………… 週報24号 他
●回覧(１部)………………クラブ例会変更、ガバナー月信(治田会員の訃報掲載) 等

６．委員会報告
●親睦委員会委員長 岡本 謙一 君［抽選会］

７．出席報告…………………出席委員会委員長 原澤 秀樹 君
８．ニコニコボックス報告…ニコニコボックス委員長 小泉 健 君

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26回例会

https://takasaki-rc.org/

在籍年数表彰 野口 智宏

誕生日祝 片山 政明 佐藤 弘之

記念日祝 石井 嘉一 片山 政明 柳井 稔文

その他

君島 准逸 第3分区ガバナー補佐 泉 純平 植松 巌 江畑 晴彦 大草 良広
大林 俊也 大山 駿作 岡田 千代美 桂川 修一 金井 克智 金井 裕
川嶋 正靖 久米 貴久 小泉 健 小泉 裕美 小宮 良一 佐藤 栄一 品川 幸仁
白井 直喜 鈴木 尚彦 関口 俊介 髙瀬 和利 高見澤 隆 富山 俊吾 永塚 徹
中村 ひろみ 根本 康弘 原澤 秀樹 広瀬 雅美 船水 康宏 丸山 和久
森田 岳志 紋谷 直幸 矢嶋 真 吉崎 裕 吉田 吉太郎

高崎ロータリー
クラブ基金

市川 豊行 植松 巌 大山 駿作 品川 幸仁 髙瀬 和利 豊田 明美
永塚 徹 根本 康弘 野口 智宏 広瀬 雅美 柳井 稔文 吉田 吉太郎

９．退会会員の挨拶
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)

１０．役員・理事・委員長退任挨拶
●国際奉仕委員長 田中 栄司 君
●ニコニコBOX委員長 小泉 健 君
●ロータリー情報委員長 金井 克智 君
●会計 高見澤 隆 君
●SAA 嶋方 智之 君
●直前会長、高崎RC基金運営委員長 広瀬 雅美 君

１１．点鐘……………………………会長 吉崎 裕 君

≪6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

6月末までの寄付累計額(円) 年度目標額に対する達成率

1,934,000 84.09%

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

6月末までの寄付累計額(円) 年度目標額に対する達成率

279,000 55.80%

ロータリー財団・ ロータリー米山記念奨学会 寄付（6月分）

ロータリー財団 寄付
市川 誠二 市川 哲名 市川 豊行 上野 勤 金井 克智 佐藤 栄一 佐藤 貴江
佐藤 弘之 神宮 嘉一 髙瀬 和利 高見澤 隆 竹内 功 塚田 雄大 豊田 明美
服部 敏雄 細谷 可祝 三村 治 茂木 節夫 森田 岳志

米山記念奨学会 寄付
市川 哲名 市川 豊行 上野 勤 金井 克智 佐藤 栄一 佐藤 貴江 佐藤 弘之
髙瀬 和利 塚田 雄大 豊田 明美 服部 敏雄 原澤 秀樹 細谷 可祝 茂木 節夫
森田 岳志

≪6月の寄付額、6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)

6月の寄付額
6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($) 1,466.58 15,818.11 75.32%

財団ポリオ寄付($) 248.07 2,300.22 54.77%

米山(円) 115,000 1,524,000 83.74%

会員数：133名(2021年6月末)
●副会長 桂川 修一 君
●会長エレクト 根本 康弘 君
●副幹事 天田 朝憲 君
●副幹事 矢嶋 真 君
●幹事 富山 俊吾 君
●会長 吉崎 裕 君


