
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．食事
５．幹事報告　・・・　副幹事　小此木能信君
　●理事会報告
　●次週は足立進ガバナー公式訪問です。
　・上着やネクタイ、会員章（襟章）の着用をお願いします。
　・例会後、希望者による集合写真を撮影します。また、写真の購入希望の方は、例会当日、
　　各テーブル回覧の申込書にご記入ください。
　・例会前懇談会の出席対象者は、本年度クラブ現況報告書のご持参をお願いします。
　●配布物　…
　・新会員名簿（手帳型会員名簿［白色表紙、2020年10月発行］に貼り付けて使用。
　　クラブHPの会員専用ページ内の会員名簿データにも、同じ新会員名簿が追加されています。）
　・「ロータリーの友」2021年11月号　　・クラブ週報第9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　・・・
　●親睦委員会委員長　植松巌君　　「クリスマス家族例会とボウリング大会について」
　●ロータリー情報委員会委員長　神宮嘉一君　　「ロータリー情報委員会の開催について」
　●青少年奉仕委員会委員長　久米貴久君
　「高崎経済大学附属高等学校インターアクトとの協働」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　･･･　副幹事　小此木能信君
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
　●「12月6日クラブ総会における次年度理事・役員の選任について、
　　　11月29日の指名委員会開催について」
　●卓話　　「盗難に注意！」
１４．点鐘　・・・　会長　根本康弘君

　皆さんこんにちは。8月の第一例会から約3か月ぶりに会場で食事をしながらの通常例会がで
き、本当に嬉しく思います。通常の生活や仕事の中でも当たり前のことが当たり前に
できることに感謝をしていきたいなと思います。
　来週は足立ガバナーの公式訪問になります。ガバナーのスピーチはＲＩの会長の方針や
地区の方針をスピーチしていただきますが、例会の前に懇談会を1時間程予定させて
いただいてます。高崎クラブがどのような活動をしており、どのような雰囲気なのか、
懇談会や例会において見るのもガバナー公式訪問の1つの目的ではないのかなと認識して
おります。
　そこで皆さんにお願いですが、フードドライブを例会時は毎回設置してあります。フードド
ライブへ品物の提供をお願いします。そして昨日、高崎青年会議所の創立70周年記念式典に
伺ってまいりました。
ロータリークラブには寄付行為という大変良い奉仕活動があります。
ぜひ皆さんも寄付などで奉仕活動をお願い致します。

高橋 琢　君
池田 広之　君
大橋 秀光　君
上野 勤　君

大塚 修一　君

児玉 三郎　君
川嶋 正靖　君
三村 治　君

崎山 譲治　君
市川 誠二　君
大草 良広　君
桑原 幸雄　君
高見澤 隆　君
逸見 早苗　君

誕生日祝11名 結婚記念日・サンクスファミリーデー祝10名

３４年
８年
〃
〃

７年
　〃　
　〃　
　〃　
６年
４年
３年
２年

　〃　

大河原 吉明　君 高橋 琢　君
小河原 義光　君 小澤 健一　君
鈴木 宏子　君

富山 俊吾　君 児玉 三郎　君
石井 嘉一　君 深野 清一　君
細谷 可祝　君 神澤 利之　君
原澤 秀樹　君 川嶋 正靖　君
田中 栄司　君 竹山 哲男　君

誕生日祝
石井嘉一　大河原吉明　大林俊也
富山俊吾　林義行　原澤秀樹

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）

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

米山記念
奨学会　寄付

阿久澤嘉一　天田朝憲　石井嘉一　崎山譲治
豊田明美　服部敏雄　三村治　吉井宏文

0 74,000 24.67%

その他
阿久澤嘉一　市川豊行　大澤博史
小泉裕美　富山俊吾　広瀬雅美
紋谷直幸　吉井宏文　吉田吉太郎

ロータリー財団
寄付

阿久澤嘉一　天田朝憲　大澤博史　小林政夫
崎山譲治　服部敏雄　根本康弘　三村治
森田岳志

年度目標額に
対する達成率

記念日祝
【結婚記念日ならびに
サンクスファミリー

デー】

大塚修一　小澤健一　川嶋正靖
神澤利之　児玉三郎　高見澤隆
竹山哲男　田中久夫

2021年11月1日　第10回　例会
ニコニコボックス　寄付 2021－2022年度ニコニコボックス寄付目標　　2,300,000円

在籍年数表彰

市川誠二　大草良広　大塚修一
川嶋正靖　桑原幸雄　児玉三郎
崎山譲治　善如寺信哉　高見澤隆
仲澤賢一　三村治

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

89,000 646,000 28.09%

在籍年数表彰14名

林 　義行　君 高見澤　隆　君

大塚 修一　君
大林 俊也　君 松岡 淑憲　君

高井 俊一郎　君

広瀬君 うれしいことがあったので阿久澤君 祝　福田達夫議員ご当選！！

出席
報告

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 76 56.72% 3 79
大澤君 高崎マーチングフェスティバル無事開催できましたニコニコボックスメッセージ紹介

58.96%

根本会長のご挨拶 　〃　

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



1．議題

11月1日の昼食

ロータリー財団に寄付しました。

前日の夜から諏訪湖から歩いてきた方を市役所まで送り届けました。

米山・ニコニコボックス・ロータリー財団に寄付してきました。

トイレ掃除をしました。

12日間色々な奉仕をし、昨日投票にいってきました。

朝燃えないゴミを分け、ペットボトルを洗い、袋詰めしてきました。

朝ドアの周りを掃除してきました。

 （４）ＲＩ第２８４０地区　「11月8日足立進ガバナー公式訪問」月信原稿作成依頼
　　　 執筆：佐藤副幹事　　写真：公共イメージ委員会　　原稿提出締切日：11月22日（月）

（５）その他

米山記念奨学委員会 石井　嘉一

地区補助金委員会 江畑　晴彦

29(月) 例会 MyROTARYアカウント登録講習会　※林　義行会員講師

16(火)～
17(水)

8(月)
例会前懇談会

例会

11(木)

12(金)

　これから年末にかけて盗難や窃盗などの被害が多くなる時期です。住宅での窃盗被害、自動車の盗難
被害、多くは鍵のかけ忘れなど自分の不注意によるものも多いです。
　住宅の窃盗対策としてはお金や高価な物を無人になる部屋に置かないよう習慣づける事が大事です。
ホームセキュリティーや、外にセンサーライトを設置するのも効果があり、夜間無人になる事務所等は
中が見えるように少しの電気をつけたままの方が良いそうです。
　次に自動車の盗難も非常に多く「リレーアタック」という手口で盗みます。対策としてはアナログな
「ハンドルロック」が有効的であり、物理的に車両操作ができなく、見た目で抑止力にもなるそうです。
皆さんもくれぐれ注意して下さい。

20(土)
※クラブ活性化ワークショップ　オンライン開催
　時間　13：15～　　　参加対象　会長、会長エレクト

※第2回高崎６RC会長幹事会　時間：18時30分～
　　　　　　　　　　　　　 会場：ホテルグランビュー高崎

15(月) 例会 新会員卓話

1(月)
理事会
例会 会長の日

 ２．報告事項
（１）高崎ロータリークラブ基金運営委員会
      令和３年度高崎ロータリークラブ基金　活動成果報告書1件について　　「群馬いのちの電話」
（２）２０２１-２０２２年度実施の地区補助金事業　支給される補助金額の決定
      決定補助金額：　＄4,401
      入金額：　￥499,024 （レート ＄1 ＝ ￥112-）　　　入金日：　１０月２０日（水）
      当初申請に基づくクラブ拠出金：　￥79,059-　（拠出額は増加する見込です）
（３）２０２２-２０２３年度国際ロータリー第2840地区 地区委員会委員長委員候補者の推薦実施について
　　  推薦した地区委員会委員候補

青少年交換委員会

小此木君

三村君

嶋方君

※米山カウンセラー研修会（延期後開催）　時間11：15～12：40
※米山記念奨学セミナー（延期後開催）

【例会前懇談会】時間：11時00分～　会場：ホテルグランビュー高崎１階
出席対象：会長・幹事・会長エレクト・副会長・ロータリー情報委員長・

私の「１日１善・１日１奉仕」

2021年11月1日　第5回　理事会

 特別月間：ロータリー財団月間

22(月) ＊休会＊ 　定款第７条第１節(ｄ)(１)
28(日) ※RLI研修セミナー　PartⅡ

吉井　宏文

青少年交換委員会 小澤　健一

危機管理委員会 吉井　宏文

根本会長の卓話　　～盗難に注意！～

27(月) ＊休会＊ 　定款第７条第１節(ｄ)(１)

12

 特別月間：疾病予防と治療月間

6(月)
理事会
例会 クラブ総会

13(月) 例会 新会員卓話
19(日) ※RLI研修セミナー　PartⅢ
20(月) 例会

根本君

神宮君

崎山君

李さん

クリスマス家族例会　　場所　ホテルグランビュー高崎

11

3(水)

　参加対象者　会長、米山奨学委員長(代理：豊田副委員長) 

 （２）２０２１-２０２２年度　下期予定→了承済(今後確認事項あり)
 （３）退会届　①松本憲行　君（株式会社PLACE　代表取締役）
    　           ・・・ 仕事の都合（例会に出席できない）
 （４）ロータリー情報委員会　「第１回ロータリー情報委員会」について※12月1日(水)実施
 （５）親睦委員会　「クリスマス家族例会」と「第１２回高崎RCボウリング大会」について
　　　※クリスマス家族例会12月20日(月)、第１２回高崎RCボウリング大会12月19日(日)に開催
 （６）青少年奉仕委員会　「高崎経済大学附属高等学校インターアクトの事業」について
　　　※久米委員長より報告、承認
（７）群馬県肢体不自由児協会「手足の不自由な子どもたちを守り育む運動」への協力依頼
     頒布品：　「星野富弘氏花の詩画クリアファイル」　１枚200円
    「はにわのぐんまちゃんクリアファイル」 1枚200円
    「コラボAセット（千葉県・新潟県の肢体不自由児協会とコラボ）」　1組500円
    「コラボBセット（千葉県・新潟県の肢体不自由児協会とコラボ）」　1組1,000円
　　募金実績：17-18年度　1セット＠600円を10セット
    　　　　　18-19年度　1セット＠500円をクリスマス家族例会の小学生用プレゼントとして20セット
    　　　　　19-20年度　1セット＠650円を20セット　　　　20-21年度　協力依頼なし
    ※コラボAセット２０組の購入で承認
（８）その他　　クリスマス例会、会員以外のフルコース料理価格協議 5,000円→8,000円
                クラブ負担軽減の為

友好クラブ・宇都宮南RCとの交流会
※ゴルフ14名　親睦会9名参加予定

　　　　　会員増強委員長・公共イメージ委員長・職業奉仕委員長・

　時間13：45～16：05　　　

足立進ガバナー公式訪問

　　　　　　　　 会場：ホテルグランビュー高崎

月 日 行事予定 備考　※地区関係行事予定

　　　　　社会奉仕委員長・国際奉仕委員長・新会員（３年以下）・副幹事
第2回親睦委員会　時間：18時30分～

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


