Takasaki Rotary Club
「ロータリーを実践しよう 心豊かな人生にするために」

第4回 例会
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
●元会員 船水康宏さん
４．食事 … 本日より食事開始（例会）
５．幹事報告 … 幹事 矢嶋真君
●理事会報告
●8月9日と8月16日は休会
次回は、8月23日納涼例会を高崎髙島屋で開催（雨天中止）
●配布物 … 「ロータリーの友」2021年8月号、週報3号 他
●回覧（1部） … クラブ例会変更、ガバナー月信 等
６．委員会報告 ・・・
●会員増強・職業分類委員会委員長 岡田千代美君
1.紹介 2.新会員挨拶 3.会長より会員章授与
●青少年奉仕委員会委員長 久米貴久君
国際ロータリー第2840地区21-22年度
インターアクト年次大会並びに委員会活動状況について
７．出席報告 … 出席委員会委員長 崎山譲治君
８．会長行事
●在籍年数表彰 … 出席委員会委員長 崎山譲治君
●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
９．ニコニコボックス報告 … ニコニコボックス委員会委員長 嶋方智之君
１０．ロータリー財団 先月寄付実績報告
… ロータリー財団委員会委員長 田中栄司君
１１．ロータリー米山記念奨学会 先月寄付実績報告
… 米山奨学委員会委員長 三村治君
１２．奨学生 奨学金授与ならびに挨拶
… 2021学年度米山記念奨学生 李芸曼（ﾘ ｲﾏﾝ）さん
１３．会長の日 … 会長 根本康弘君
１４．点鐘 … 会長 根本康弘君

新会員紹介

橋本 寿太郎君
（はしもと じゅたろう）
NTT東日本群馬支店 支店長
推薦者：田中久夫君、広瀬雅美君
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第2回 理事会
（１）2021年8月、9月 例会・行事予定 別途表
（２）その他
例会コロナ対策： ステージ3・・・お弁当の持ち帰り
ステージ4・・・通常例会休会、夜間例会は状況に応じて対応
報告事項
（１）第1回理事会（2021年7月12日開催）の報告事項：
熱海豪雨災害支援金
15万円を10万円に変更（地区全体の支援予定額に鑑みて）
（２）ガバナー事務所
〇「日本のロータリー100周年 ビジョンレポート2020」本編ならびに別冊資料編の完成・送付
○夏季休暇
期間：2021年8月10日(火)～2021年8月16日(月)まで
○国際ロータリー日本事務局 2021年8月31日まで在宅勤務の延長
○ロータリー友事務所 引き続き、時差出勤と在宅勤務の併用
（３）その他
○納涼例会会場「高崎髙島屋」地下駐車場は19:00で閉館、車の出し入れ不可となります。
※例会時に親睦委員長より報告依頼事項として告知
○宇都宮南RCとの合同コンペ9月14日～9月15日参加募集

月

日

行事予定

2(月)

理事会・例会

7(土)

渡邉
（わたなべ

国男君
くにお）

SAA／大草良広
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9(月)
16(月)

＊休会＊
＊休会＊

23(月)

納涼例会

㈱ライフネクスト 代表取締役社長
28(土)

推薦者：関口俊介君

30(月)

例会

6(月)
12(月)
13(月)
20(月)
27(月)

理事会・例会

備考 ※地区関係行事予定
特別月間：新クラブ結成推進・会員増強月間
会長の日
※米山記念奨学生学友会総会及び情報交換会 時間 16～18：30
会場 メトロポリタン高崎 参加者 奨学生・李さん
祝日（山の日振替休日）
定款第7条第1節（ｄ）
時間 18：30～ 場所 高崎髙島屋ビアガーデン
雨天中止(当日の昼頃に判断し、当クラブHPに掲載)
※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・次年度幹事候補者
新会員卓話（佐々木康壮君）

→中止

→延期
→中止

特別月間：基本的教育・識字率向上月間

根本会長のご挨拶
皆さんこんにちは。お陰様を持ちまして1ヶ月が経ち、8月になりました。
オリンピックやコロナで、皆さんも落ち着かない週を送っているのではないでしょうか。
今日は新入会員の方が2名いらっしゃいますので、前席に座っていただきました。
今日は会長の日ということで、このあと20年ぶりくらいの私の卓話もあります。

出席
報告

○在籍年数表彰（23名）
３６年
３１年
２４年
１５年
１０年
７年

堀越 芳春
茂木 晴男
関口 功
茂木 節夫
植松 巌
神澤 利之
吉崎 裕
江畑 晴彦
岡田千代美
北村久美子
佐藤 健司
竹山 哲男
横地 宏紀

（ほりこし よしはる）君
（もぎ はるお）君
（せきぐち こう）君
（もぎ せつお）君
（うえまつ いわお）君
（かんざわ としゆき）君
（よしざき ゆたか）君
（えばた はるひこ）君
（おかだ ちよみ）君
（きたむら くみこ）君
（さとう けんじ）君
（たけやま てつお）君
（よこち ひろき）君
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６年 小泉 健
５年 片山 政明
４年 塚越 良也
広田金次郎
阿久津照孝
３年 福村 好二
小此木能信
小宮 良一
仲澤 賢一
松本 憲行

（こいずみ たけし）君
（かたやま まさあき）君
（つかごし よしや）君
（ひろたきんじろう）君
（あくつてるのり）君
（ふくむら よしじ）君
（おこのぎよしのぶ）君
（こみや りょういち）君
（なかざわ けんいち）君
（まつもと のりゆき）君

例会
＊休会＊
月見例会

会長の日
※RLI研修セミナー

PartⅠ

祝日（敬老の日）

総員

出席計算に
用いた会員数

出席者

会場
出席率

メークアップ

週間
出席者

週間
出席率

134

134

82

61.19%

1

83

61.94%

○誕生日祝（8名）
川手 義昭
長井 友之
江畑 晴彦
野口 智宏
久米 貴久
広田 金次郎
土屋
清
坂原 圭一

（かわて よしあき）君
（ながい ともゆき）君
（えばた はるひこ）君
（のぐち ともひろ）君
（くめ たかひさ）君
（ひろた きんじろう）君
（つちや
きよし）君
(さかはら けいいち）君

○結婚記念日祝ならびにサンクスファミリーデー祝（6名）
林
野口
山﨑
佐藤
山崎
市川

義行
智宏
健
栄一
吉郎
薫

（はやし よしゆき）君
（のぐち ともひろ）君
（やまざき けん）君
（さとう えいいち）君
（やまざき よしろう）君
（いちかわ かおる）君

Takasaki Rotary Club
「ロータリーを実践しよう 心豊かな人生にするために」

ニコニコボックス 寄付

在籍年数表彰

植松巌 江畑晴彦 岡田千代美
小此木能信 神澤利之 小泉健
竹山哲男 塚越良也 堀越芳春
茂木節夫 茂木晴男 吉崎裕

誕生日祝

江畑晴彦 久米貴久

記念日祝

佐藤栄一 林義行 山崎吉郎

その他

船水康宏元会員 阿久澤嘉一
小此木能信 桂川修一 小泉裕美
小林政夫 坂入悠太 神宮嘉一
田中久夫 根本康弘 丸山和久
吉井良弘 吉田吉太郎

2021－2022年度ニコニコボックス寄付目標

2,300,000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

83,500

340,000

14.78%

丸山和久君

船水先輩をお迎えして
会長日宜しく御願いします。
オリンピック ソフトボール金メダル

フードドライブ
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根本会長の卓話より ～抜粋～

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

0

63,000

21.00%

ロータリー財団
寄付
米山記念
奨学会 寄付

※国際ロータリーの8月RIレートの発表遅延が、例会直前に判明したため、
ロータリー財団への寄付を受け付けられませんでした。

天田朝憲
豊田明美

久米貴久 関口俊介 富山俊吾
服部敏雄 原澤秀樹 堀越芳春
茂木節夫 森田岳志

江畑晴彦君

52になりました！

小此木能信君

今後もご指導ください。

船水康広君

本日はお世話になります。

左から ウェストン氏 清蔵 ウェストン夫人

「私の同行者は、最も俊敏な登山家」
私の曽祖父、根本清蔵は明治9年（1876年）に群馬県甘楽郡妙義町（現・富岡市妙義町）で生まれ、農業の
かたわら妙義山の山案内人をし、昭和14年（1939年）63歳で亡くなりました。
明治45年（1912年）から大正3年（1914年）の約3年間、ウォルター・ウェストン氏に同行して日本アルプ
スの山々を登山し、文献などによると“ロープによる登山技術を習得した最初の日本人”という形で紹介さ
れています。
ウェストン氏はイギリス・ダービーで生まれ、宣教師（牧師）であり登山家でもあり、1888年に初来日を
し、日本アルプスを世界中に文献等で紹介した方で【日本近代登山の父】と言われております。
二人が出会った経緯は、ウェストン氏が軽井沢に別荘を保有しており、道中に横川駅から裏妙義が見え、
興味を持ったウェストン氏を清蔵が案内したことが始まりです。その時に「これから日本アルプスの山々を
歩くので、ぜひ一緒に行ってくれないか」と誘われ、同行しました。
1912年、妙義山・大砲岩と鏡岩を登山した際、日本にはまだレジャーで登山をするという習慣はなくロー
プを使った登山方法もありませんでしたが、ヨーロッパではロープを皆の体に結び付けて登り、1人が滑落し
ても助けられるという使い方をしておりました。ウェストン氏が清蔵にロープの使い方を教えこみ、その後
日本に広まりました。

7月27日、高崎市社会福祉協議会に
フードドライブで寄せられた品物を届けに
行ってまいりました。
今回、寄付した食品、生活用品は246点。
社会福祉協議会を通じて、
子ども食堂12団体、
生活困窮者支援組織3団体に
渡されるとのことです。

SAA／大草良広

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

ニコニコボックスメッセージ紹介
根本康弘君

高崎ロータリークラブ[第2840地区]

1913年（大正2年）撮影

2017年（平成29年）撮影

