
ロータリー財団委員長 　豊田　明美
ロータリー戦略計画委員長 　吉崎　裕【監査】

監査 原澤　秀樹

【理事】
副幹事 　小泉　健
副幹事 　小泉　裕美
ロータリー情報委員長 　富山　俊吾
親睦委員長 　神澤　利之
プログラム委員長 　北村　久美子
会員増強・職業分類委員長 　中村　ひろみ
職業奉仕委員長 小保方　由紀子
社会奉仕委員長

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　・・・　幹事　矢嶋真君
  ●理事会報告
  ●配布物 … 「ロータリーの友」１２月号
    高崎ロータリークラブ　　下期予定表、週報13号、クラブ年次総会資料　　等
  ●回覧（1部） … クラブ例会変更、ガバナー月信　他
６．委員会報告　・・・
  ●公共イメージ委員会委員　林義行君
　「My ROTARYアカウント登録講習会開催後のアカウント登録状況」
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 ･･･　米山奨学委員会副委員長 豊田明美君
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

１．開会挨拶　・・・・・　会長　根本康弘　君
２．報告　　　本年度会計中間報告　・・・　会計　原澤秀樹　君
　　　　　（前年度の財務報告は、2021年7月19日開催のクラブ総会にて実施し、決算の承認を得ている）
３．議題　　　２０２２－２０２３年度 役員・理事について　・・・　会長　根本康弘　君
　　配布資料：　２０２２－２０２３年度 クラブ役員・理事・監査 名簿（案）
４．閉会挨拶・点鐘　・・・　会長　根本康弘　君

本日クラブ総会を欠席します。
大変申し訳ありません。

桂川君

皆さんこんにちは。早いものでもう12月に入りました。7月から始まりました私の年度も、先
程前期最後の理事会を終えまして折り返しでございます。
この後クラブ総会がありまして、次年度の役員を皆さんに承認していただきます。
本当に1年早いなと感じております。
今朝は冷え込んでいて、今日寒い1日になっております。この後、平野部では雨、山間部では
雪が降る予報ですので、皆さんも気を付けてください。

２０２２－２０２３年度　クラブ役員・理事・監査　名簿（案）

【役員】
会長
会長エレクト
副会長（会長ノミニー候補）
副会長
幹事
SAA
会計
直前会長

桂川　修一
金井　克智

クリスマス例会、景品よろしくお願い致します。

大橋秀光　桂川修一　岸義將
根本康弘

その他

メークアップ
週間
出席者

　大草　良広

週間
出席率

ロータリー財団
寄付

金井克智　豊田明美　細谷可祝　茂木節夫
茂木孝雄　吉崎裕

133 133 75

28.00%

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

8 83 62.41%

ニコニコボックスメッセージ紹介

米山記念
奨学会　寄付

金井克智　林義行　細谷可祝　茂木節夫
茂木孝雄　森田岳志　吉崎裕

根本君 クラブ総会宜しく御願いします。

56.39%

岸君

記念日祝
【結婚記念日ならびに
サンクスファミリー

デー】

池田広之　岩崎重雄　上原政弘
大橋秀光　永塚徹

3,000 84,000

誕生日祝
市川哲名　岩崎重雄　金井克智
桑原幸雄　高見澤隆　樋田康行
細谷可祝　吉田吉太郎

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

在籍年数表彰
岩崎重雄　大橋秀光　大林俊也
金井裕

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

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

神澤利之

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

64,000 791,000 34.39%

2021年12月6日　第14回　例会

クラブ年次総会

根本会長のお言葉

神宮　嘉一
長井　友之
植松　巌

桑原　幸雄
根本　康弘

小林　政夫

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
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事務局／ホテルグランビュー高崎
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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」 唐松岳（厳冬期）⾧野県白馬村 標高2,695ｍ



1．会長挨拶
２．議題

（２）高崎ロータリークラブ基金運営委員会                              委員長　吉崎裕君
　　　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　　「襲雷舞踊団」

（３）事務局年末年始休暇について
　　　期間： 2021年12月28日（火）～2022年1月5日（水）　　緊急連絡先： 幹事 矢嶋真君

（４）在宅勤務・時差出勤
　　　・国際ロータリー日本事務局（ロータリー財団）
　　　・ロータリーの友事務所

（５）その他

行事予定 備考　※地区関係行事予定

　場所：パークレーン高崎　　参加対象者：会員、家族

　受付：17時20分～　　点鐘：18時
　場所：ホテルグランビュー高崎 ３階
　参加対象者：会員、家族、米山記念奨学生

（１）２０２１年１２月　例会・行事予定
月 日 行事予定 備考　※地区関係行事予定

（２）２０２１－２０２２年度　下期予定表（案）について

（３）２０２２年１月　例会・行事予定

 特別月間：職業奉仕月間
3(月)
10(月)
17(月)

26(水)

　新会員卓話（泉純平君）
　受付：13時30分～　　スタート：14時

1

第6回　理事会

月 日

奥さんの車のワイパーが凍っていたので融かしてあげました

根本君 町内の公園清掃に参加しました

矢嶋君 孫のお世話をしました

（４）「クラブ新年会」について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　親睦委員長　植松巌君

（５）２０２１－２０２２年度 会計中間報告について　　　　　　　　　　　会計　原澤秀樹君

（６）２０２１－２０２２年度 下期会費の納入について
　　　下期会費額：　１２万円（２万円／月）
　　　「下期会費納入のお願い文」の配信：　1月７日（金）頃
　　　納入は銀行振込を推奨、事務局員への現金手渡しは不可
　　　現金集金日：　1月1７日（月）第一例会にて高崎信用金庫職員による窓口設置

（７）２０２２－２０２３年度 役員・理事について　　　　　　　　　会長エレクト　桂川修一君

（８）高崎ロータリークラブ基金運営委員会　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　吉崎裕君
　　　令和３年度事業「活動成果報告書の提出依頼、例会での報告会実施」について
　　　令和４年度事業について

（９）青少年奉仕委員会
　　　高経附インターアクトクラブとの共同事業「歳末助け合い街頭募金」について
　　　日時：１２月１８日（土）　　集合１３時１５分　　１３：３０～１５：３０
　　　場所：高崎駅周辺　　　　参加対象者：青少年奉仕委員、会長、幹事

（１０）その他

 ３．報告事項
（１）第５回理事会の審議事項：親睦委員会　「クリスマス家族例会」の家族［大人］会費の金額
     家族［大人］会費：　8,000円　→　6,000円に変更　　　　　　　　　 委員長　植松巌君

27(月) <休会> 　定款第７条第１節(ｄ)(１)

20(月)
クリスマス
家族例会

 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（本年度会計中間報告、次年度役員理事）

13(月) 例会

崎山君 ゴミ置き場を綺麗にしました

嶋方君 会社周辺の道路のゴミ拾いをしました

林君 米山に寄付しました

大澤君 朝市で農家の手伝いをしました

高崎6RC

<休会> 　成人の日
理事会、例会 　会長の日、下期会費現金納入

　点鐘：未定　　場所：未定　　ホスト：高崎北RC
新年合同例会
クラブ新年会 　点鐘：18時30分　場所：未定31(月)

12

李さん 米山奨学会の寄付の手伝いをしました

豊田君

一日一善一奉仕

<休会> 　定款第７条第１節(ｄ)(１)

※RLI研修セミナー　PartⅢ　　時間：9時30分～17時
　　場所：前橋商工会議所会館

19(日)

第１２回高崎RC
ボウリング大会

24(月) <休会> 　1/26 新年合同例会に振替
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