
１．点鐘　…　会長　根本康弘君
２．国歌　…　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　根本康弘君
　●２０２１学年度米山記念奨学生　李芸曼（ﾘ ｲﾏﾝ）さん
４．乾杯　・・・　前会長　吉崎裕君
５．幹事報告　・・・
　●　理事会報告
　●　国際ロータリー第２８４０地区　２０２１－２０２２年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区役員・地区委員委嘱状　紹介・授与
  ○ガバナー諮問委員会 委員　/　意義ある奉仕賞選考委員会 委員　/
　ガバナー指名委員会 委員長　/　RLI推進委員会 副委員長　/
　地区戦略計画委員会 委員長　/　ロータリー財団監査委員会 副委員長…田中久夫君
　〇地区会計監査人　・・・　桂川修一君
　○地区研修・管理運営委員会 委員　・・・　広瀬雅美君
　〇青少年交換委員会 委員長　/　危機管理委員会 委員　・・・ 吉井宏文君
　〇米山記念奨学委員会　副委員長　・・・ 石井嘉一君
　〇青少年交換委員会 委員　・・・ 小澤健一君
　〇ＩＣＴ推進委員会 委員　・・・ 林義行君
　●　配布物
・「ロータリーの友」2021年7月号　　　　・高崎RC 2020-2021年度 … 会報25号
・高崎RC 2021-2022年度 … 会長の計画及び目標、役員・理事名簿、委員会名簿、
　上期予定表
・RI2840地区2021-2022年度 … 地区会員必携、バッジ
　● 回覧（1部） … クラブ例会変更、ガバナー月信　等
６．委員会報告　・・・
７．出席報告　・・・ 出席委員会委員長　崎山譲治君
８．会長行事
　●直前会長・副会長・幹事へ記念品贈呈　・・・　会長　根本康弘君
　　2020-2021年度　　会長　吉崎裕君　副会長　桂川修一君　幹事　富山俊吾君
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上期会費現金納入
ガバナー補佐訪問・役員・理事・委員長就任挨拶

28(土)
※クラブ活性化ワークショップ　時間　13：15～16；50
場所　前橋商工会議所会館　参加費　ひとり2,000円
参加対象　会長・会長エレクト・財団委員長又は奉仕プロジェクト委員長

１．会長挨拶
２．議題
（１）２０２１－２０２２年度　会長の計画及び目標、役員・理事・委員会、上期年間予定について
（２）２０２１年７月、８月　例会・行事予定　別途表
（３）２０２０－２０２１年度　決算・監査について　２０２０－２０２１年度　会計　高見澤隆　君
（４）２０２１－２０２２年度　予算案について　　　２０２１－２０２２年度 会計　原澤秀樹　君
（５）上期会費について
　〇 ７月１９日総会で承認されたのち会費納入依頼（上期分 ￥１２０,０００‐）を全会員に通知
　〇 納入は銀行振込を推奨、　現金集金日 ･･･ ７月２６日（月）、　事務局員への現金手渡しは不可
（６）退会届　　①　清水正爾　君（社会奉仕活動参加者）　・・・ 自己都合※6月末日退会届受理
（７）新会員推薦　別途表
（８）社会奉仕委員会　「生活困窮者支援事業」について
（９）親睦委員会　「納涼例会」について
（１０）2021-2022年度実施地区補助金事業について
（１１）高崎ユネスコ協会　特別賞下付
　　　　名称：高崎ロータリークラブ会長賞　計５点
３．報告事項
（１）国際奉仕委員会　「2021年夏季ポールジレット奨学生事業」の中止について
（２）親睦クラブへの助成金について
　　　本年度予定：ゴルフ部28万円、野球部18万円、釣り部12万円、ボウリング部2万円、
　　　　　　　　　山岳会2万円、愛喬会2万円
（３）2021年8月からの例会でのお食事について　　例会中にお食事を摂るスタイルに戻す
（４）事務局夏季休暇　　　2021年8月13日（金）～16日（月）　　緊急連絡先：　 幹事  矢嶋　真
（５）ガバナー事務所
　〇2020-2021年度 ガバナー任期満了に際してのご挨拶
　〇2021-2022年度　インターアクト年次大会「オンライン社会を考えよう」の開催
　　　　7月25日（日）　10時～12時　　　　オンライン開催
　○2021-2022年度 卓話・研修出前サービス 実施のご案内
　〇2021年ヒューストン国際大会のご案内（よくあるQ＆A、登録要領）
　○熱海豪雨災害支援金についてのお願い
　→　クラブ積立金［災害等支援準備金］より１０万円拠出（一人あたり約1,000円×会員133名）
（６）国際ロータリー日本事務局　　2021年7月31日まで在宅勤務の延長
（７）ロータリーの友事務所　　引き続き、時差出勤と在宅勤務の併用
（８）ロータリー文庫　　　電子図書館移行、ＷＥＢサイトでの資料公開、HP利用方法について
（９）群馬県薬物乱用防止指導員の任期満了に伴う新規指導員の推薦について（依頼）
　推薦人数：１名　　　　任期：令和３年８月１０日から令和５年８月９日までの２年間
　指導員履歴書の提出期限：令和３年７月５日　　→　　岸義將会員を推薦済み
（１０）群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課
　テーマ対応型協働ミーティング「子ども食堂について知ろう！語ろう！考えよう！」への
　参加等について（依頼）　　→　　会長、幹事、地区補助金事業担当委員長がオンライン参加
（１１）鬼乃子高崎柳川パーキング（ホテルグランビュー高崎の北西）　　当分の間一時休業

 5(月)
12(月)
19(月)

＊休会＊
理事会・例会

例会

例会

定款第7条第1節（ｄ）
月 日 行事予定

会長の日
祝日（山の日振替休日）
定款第7条第1節（ｄ）

納涼例会

 2(月)
 9(月)
16(月)
23(月)

備考　※地区関係行事予定

クラブ協議会(役員・理事・委員長就任挨拶）
クラブ総会（決算・予算・他）

特別月間：新クラブ結成推進・会員増強月間
理事会・例会

＊休会＊
＊休会＊

この度、2021－2022年度　高崎ロータリークラブ会長を務めさせて頂きます根本康弘です。まずもって前年度　吉崎会長、富山幹事大変お疲れ様で
した。さて伝統と格式のある高崎クラブの会長を仰せつかり大変光栄に思うと同時に、重責に身の引き締まる思いです。
本年度国際ロータリー　シャカール会長の掲げたテーマは「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために」です。また、2840地区足立　進ガバ
ナーは「奉仕の理想を掲げ、新たな旅に出よう」と定めました。両方に共通するキーワードは「奉仕」です。そんなことから高崎ロータリークラブ
のテーマとして「ロータリーを実践しよう　心豊かな人生にするために」としました。
ロータリーの公式標語に「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」というのがあります。奉仕というのは他人や社会に与えるだけでなく、巡り
巡って自分にも還ってくるものだと思います。そこで会員の皆さんに「一日一善・一日一奉仕」の実践をお願いしたいと思います。小さなことか
ら、地域社会の問題点・ニーズが見えてくると思います。ほんの少しの意識の変化で大きな行動が生まれると思います。例会が始まる前にテーブル
ごとに各自が今日の「一日一善・一日一奉仕」を一言ずつこんな事をしたよ、する予定だよと発表して下さい。
                   　　　　　通常例会についてですが、本年度は感染対策をしっかりしたうえで例会は基本的に予定通り実施したいと思い
　　　　　　　　　　　　　　ます。リモート参加も考えられますがやはり直接会って顔を見て話をして情報交換をする、人と人との交わりが
　　　　　　　　　　　　　　必要であると思います。親睦例会につきましては、こちらも出来るだけ開催したいと思います。コロナウイルス
　　　　　　　　　　　　　　という目に見えないものであります、参加につきましては、あくまで会員皆さん個人の判断にお任せします。
　　　　　　　　　　　　　　最後になりますが、もとより浅学非才ですが、矢嶋幹事と力を合わせて楽しいクラブ運営に努めて参ります。
　　　　　　　　　　　　　　会員皆さんのご指導ご鞭撻そしてご協力をお願いして挨拶とさせていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　 どうぞ一年間　よろしくお願い申し上げます。

Takasaki Rotary Club
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高崎ロータリークラブ[第2840地区]

創立／1954年3月30日

例会日／毎週月曜日 12:10～13:10

例会場／ホテルグランビュー高崎

事務局／ホテルグランビュー高崎

TEL.027-327-2888 FAX.027-327-2887

週報 第1号［2021年7月19日発行］

会⾧／根本康弘

幹事／矢嶋真 SAA／大草良広

公共イメージ委員会／

品川幸仁 小泉健 佐々木康壮 村上文治

林義行 糸井丈之 山中清之

根本会長の挨拶

新会員推薦 2名

①橋本寿太郎(はしもとじゅたろう)氏

ＮＴＴ東日本群馬支店 支店⾧

②渡邉国男（わたなべくにお）氏

株式会社ライフネクスト 代表取締役社⾧



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２日に挨拶できなかった方は、７月２６日例会にて挨拶
３．クラブ協議会閉会・点鐘　・・・・・　会長　根本康弘君

●在籍年数表彰
  37年 　金田悦郎　　　　5年　　大河原吉明　　　2年　　山崎吉郎
　17年　 森田岳志　　　　　　　　 小河原義光　　　　　　　 村上文治
　　9年　 嶋方智之　　　　　　　　 柳井稔文　　　　　　　　　小澤健一
　　6年　 石井嘉一　　　　3年　　坂入悠太　　　　　　　　　塚田雄大
　　　　　　豊田明美　　　　　　　　 茂木孝雄
　　　　細谷可祝

●誕生日祝(8名）
　児玉三郎　　糸井丈之　　長坂資夫　　吉井宏文
　植松　巌　　阿久澤嘉一　岩崎重雄　　横山慶一

●結婚記念日祝ならびにサンクスファミリーデー（9名）
　茂木節夫　　神宮嘉一　　岡本謙一　　岩崎重雄
　大草良広　　市川誠二　　品川幸仁　　大林俊也　　松本憲行

岡田千代美　桂川修一　金井克智
金井裕　久米貴久　髙瀬和利

竹山哲男　細谷可祝　村上文治
吉崎裕

高崎ロータリークラブ
基金用寄付

2020年6月15日例会より
運用

2021－2022年度ニコニコボックス寄付目標　　2,300,000円

ニコニコボックスメッセージ紹介

本日の寄付額（円）
本日までの

寄付累計額（円）

208,000 208,000

吉崎　裕君 根本年度の船出を祝い

吉田吉太郎君 新年度おめでとうございます。

岸　義將君 新年度

久米　貴久君
青少年奉仕委員長になりました。久米です。

よろしくお願いします。

崎山　譲治君 出席委員会を一年間よろしくお願い申し上げます。

佐藤　弘之君 今年度宜しくお願いします。

三村　治君
米山委員会でお世話になります。

よろしくお願いします。

矢嶋　真君 一年間よろしくお願いします。

吉井　良弘君 根本年度のスタートを祝して！！

根本　康弘君 1年間よろしくお願いします。

深野　清一君 久々の出席で

丸山　和久君 根本年度初めて

田中　久夫君 新年度おめでとうございます。

富山　俊吾君 根本年度の船出を祝って

永塚　徹君
昨年はお世話になりました。

新公共イメージ委員会様ごくろう様です。

神澤　利之君 職業奉仕委員会よろしくお願いします。

嶋方　智之君 1年間よろしくお願いします。

神宮　嘉一君 ロータリー情報委員長よろしくお願いします。

関口　俊介君 新年度のスタートをお祝いして

竹山　哲男君
今年度プログラム委員長をおおせつかりました。

皆様よろしくお願い致します。

田中　栄司君
ロータリー財団委員長となりました。

どうぞ宜しくお願いします。

桂川　修一君 根本会長！！おめでとうございます。

金井　克智君
根本、矢嶋年度が始まりました。

今年度もよろしくお願い致します。

金井　裕君 根本会長　おめでとうございます。

大山　駿作君 新年度の門出を祝して

岡田千代美君 会員増強、一年間よろしくお願いいたします。

小此木能信君 新年度よろしくお願いします。

その他

石井嘉一　小澤健一　小河原義光
　坂入悠太　嶋方智之　豊田明美
　細谷可祝　村上文治　茂木孝雄

　森田岳志　柳井稔文

在籍年数表彰

阿久澤嘉一　植松巌
児玉三郎　吉井宏文誕生日祝

市川誠二　大草良広　大林俊也
岡本謙一　品川幸仁　神宮嘉一

茂木　節夫

記念日祝
【結婚記念日ならびに
サンクスファミリー

デー】

天田朝憲　市川哲名　植松巌　大草良広
大澤博史　大林俊也　大山駿作

岡田千代美　小此木能信　桂川修一
金井裕　金井克智　神澤利之　岸義將

久米貴久　崎山譲治　佐藤弘之
嶋方智之　神宮嘉一　関口俊介
髙瀬和利　竹内功　竹山哲男

田中栄司　田中久夫　富山俊吾　永塚徹
根本康弘　深野清一　丸山和久　三村治
森田岳志　矢嶋真　吉井良弘　吉崎裕

吉田吉太郎

天田　朝憲君 本年度も宜しくお願い致します。

市川　哲名君 副会長に就任して

植松　巌君
根本年度をお祝いして

親睦委員長を務めます。よろしくお願いします。

大草　良広君 本日から新年度スタート　よろしく！

大澤　博史君 フードドライブへご協力を宜しくお願いします。

親睦委員長 植松　　巌 米山奨学委員長 三村　　治

プログラム委員長 竹山　哲男 ｻｰﾌｧｰｽﾞﾊﾟﾗﾀﾞｲｽRC訪問 吉井 良弘

副幹事 小此木　能信 国際奉仕委員長 天田　朝憲

ロータリー情報委員長 神宮　嘉一 青少年奉仕委員長 久米　貴久

嶋方　智之

ＳＡＡ 大草　良広 監査 吉井　宏文

会計 原澤　秀樹 出席委員長 崎山　譲治

直前会長 兼 高崎ＲＣ基金運営委員長 吉崎　　裕 公共イメージ委員長 品川　幸仁

副幹事 佐藤　弘之 ニコニコボックス委員長

市川　哲名 ロータリー財団委員長 田中　栄司

幹事 矢嶋　　真 ロータリー戦略計画委員長 森田　岳志

１．クラブ協議会開会　・・・・・　会長　根本康弘君
２．２０２１－２０２２年度　役員・理事・委員会委員長 就任挨拶

岡田　千代美会員増強・職業分類委員長根本　康弘会長

会長エレクト 桂川　修一 職業奉仕委員長 神澤　利之

副会長 金井　克智 社会奉仕委員長 大澤　博史

副会長

クラブ協議会

2021－2022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　300,000円

本日の寄付額（円）
本日までの

寄付累計額（円）
年度目標額に
対する達成率

48,000 48,000 16.00%

米山記念
奨学会　寄付

ロータリー財団
寄付

天田朝憲　石井嘉一　大澤博史　大山駿作　岡田千代美
岡本謙一　桂川修一　金井克智　金井裕　神澤利之

久米貴久　小泉裕美　小林政夫　佐藤克佳　関口俊介
田中栄司　細谷可祝　村上文治　茂木節夫　茂木孝雄

森田岳志

9.04%

年度目標額に
対する達成率

天田朝憲　石井嘉一　大山駿作　岡田千代美
岡本謙一　金井裕　久米貴久　小泉裕美　佐藤克佳

　髙瀬和利　田中栄司　広瀬雅美　細谷可祝　三村治
茂木節夫　茂木孝雄

ニコニコボックス　寄付

Takasaki Rotary Club
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高崎ロータリークラブ[第2840地区]

創立／1954年3月30日

例会日／毎週月曜日 12:10～13:10

例会場／ホテルグランビュー高崎

事務局／ホテルグランビュー高崎

TEL.027-327-2888 FAX.027-327-2887

週報 第1号［2021年7月19日発行］

会⾧／根本康弘

幹事／矢嶋真 SAA／大草良広

公共イメージ委員会／

品川幸仁 小泉健 佐々木康壮 村上文治

林義行 糸井丈之 山中清之


