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根本会長のお言葉
改めまして、皆さん明けましておめでとうございます。
おかげ様をもちまして、半分が皆様ご協力のもと終わりました。
今年半分も一生懸命頑張りますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
新年を迎えた矢先、オミクロン株が非常に蔓延しております。
先程の理事会でもいくつかの行事が中止になったりしておりますので、
皆様も引き続き気を付けていただければと思います。

　　　【36年】市川　  哲名
　　　【24年】長井　  友之
　　　【13年】金井　  克智
　　　        吉井　  宏文
 　　　【8年】阿久澤　嘉一
 　　　【7年】大山　  駿作
　　　　　    中澤　  洋子

　　富澤　謙吉　　山中　清之　　神宮　嘉一　　吉崎　　裕
　　川嶋　正靖　　竹山　哲男　　大草　良広　　中澤　洋子
　　品川　幸仁　　佐藤　栄一　　阿久津　照孝　佐藤　貴江
　　山崎　吉郎　　鈴木　尚彦　　渡邉　国男

週間
出席者

87

出席計算に
用いた会員数

132

出席者

78

米山記念特別寄付(¥) 51,000 837,000 48.41%

年度目標額に対する達成率

財団／年次寄付(＄) 443.49

出席
報告

総員

132

週間
出席率

65.91%

会場
出席率

大澤　博文 義父　深堀が大変お世話になりました

大山　駿作

59.09%

メークアップ
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在籍7年と愛妻かなこの誕生日を祝って！！

品川　幸仁 今年もよろしくお願いします

根本　康弘 明けましておめでとうございます

細谷　可祝 今年もよろしくお願いします

茂木　節夫 本年もよろしくお願いします

植松　巌
明けましておめでとうございます

今年もよろしくお願いします

在籍年数表彰（7名）　 誕生日祝（15名）　

結婚記念日祝ならびにサンクスファミリーデー祝（3名）　

金井　裕　　　鈴木　尚彦　　　坂原　圭一

ニコニコボックスメッセージ紹介

天田　朝憲 本年も宜しくお願いします 嶋方　智之
クリスマス家族例会ではニコニコ寄付

ありがとうございました

市川　豊行 高経大理事長に就任して 中村　ひろみ
二女が成人式を迎えることが出来ました

ありがとうございます

植松　巌
明けましておめでとうございます

今年もよろしくお願いします

天田朝憲　  市川豊行　植松巌
大澤博史　  大山駿作　嶋方智之
中村ひろみ　根本康弘　細谷可祝
茂木節夫

今月の寄付額 今月末までの寄付累計額

記念日祝
【結婚記念日ならびに
サンクスファミリー

デー】

金井裕
0

6,696.16 33.56%

財団／ポリオ寄付(＄) 0.00 702.1 17.60%

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

天田朝憲　桜庭周清　服部敏雄　堀越芳春
細谷可祝　三村治　　茂木節夫

2021－2022年度寄付目標
【財団】年次基金寄付：＄19,950(＠＄150)　・　ポリオプラス基金寄付：＄3,990（＠＄30）

【米山】特別寄付：1,729,000円（＠13,000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

75,000 1,473,000 64.04%

誕生日祝
大草良広　佐藤栄一　佐藤貴江
品川幸仁　神宮嘉一　善如寺信哉
竹山哲男　吉崎裕　　渡邉国男

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

100,000 33.33%

ロータリー財団
寄付

天田朝憲　桜庭周清　関口俊介　服部敏雄
細谷可祝　茂木節夫　森田岳志その他

2022年1月17日　第17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
４．食事
５．幹事報告　・・・　幹事　矢嶋真君
　　●理事会報告
　　●下期会費について
　　　本日、現金納入を受け付けました。これ以降の納入は、クラブ銀行口座への振込をお願いします。
　　●財団と米山の寄付領収証について
　　　１月末に、「ロータリー財団」と「ロータリー米山記念奨学会」より、確定申告用の領収証
　　　が届く予定です。寄付実績のある方に2月14日例会で配布し、欠席の方には順次郵送し
　　　ます。領収証の額面は、半年または一年間の累計額です。
　　●配布物　…　「ロータリーの友」2022年1月号、　クラブ週報第16号
　　　令和4年度高崎ロータリークラブ基金の募集チラシ　他
　　●回覧（1部） … クラブ例会変更、ガバナー月信　等
　　●報告　感謝状披露
　　　クリスマス家族例会のニコニコボックス寄付より、上毛新聞社「愛の募金」へ、5万円を寄付しました。
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
　　●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　　　「神社の話」
１４．点鐘　・・・　会長　根本康弘君

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
市川哲名　大山駿作
金井克智　吉井宏文

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

週報 第17号［2022年2月14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
「ロータリーを実践しよう 心豊かな人生にするために」 利尻山（北海道・利尻島 標高1,721ｍ）



28(水)

2022年1月17日　第７回　理事会

<休会> 　定款第７条第１節(ｄ)(１)
26(土)  ※第3分区　IM（報告事項を参照）

例会

月 日 行事予定 備考　※地区関係行事予定

 １．会長挨拶
 ２．議題

（１）〇２０２１－２０２２年度下期予定表の修正について
        日程変更： 次世代リーダーセミナー  3/6　　　追加： ゴルフ部コンペ　4/3
        中止： 1/26(水)高崎６ＲＣ新年合同例会、　5/30(月)２ＲＣ（高崎、高崎南）合同例会
      〇２０２２年１月、２月 　例会・行事予定について
      〇クラブ新年会　　開催適否、開催時の会場変更について

3(月) <休会> 　定款第７条第１節(ｄ)(１)
10(月) <休会> 　成人の日

月 日 行事予定 備考　※地区関係行事予定
 特別月間：職業奉仕月間

24(月) 　1/26 新年合同例会に振替

26(水) 　→　1/12中止
高崎6RC

新年合同例会

（２）新会員推薦
① 円田敦也（えんだ　あつや）氏
   勤務先・役名： 朝日生命保険相互会社　群馬支社　高崎営業所長
   職業分類：　生命保険　　　推薦者： 佐藤健司君、　原澤秀樹君
② 松澤浩文（まつざわ　ひろふみ）氏
   勤務先・役名： みずほ証券株式会社　高崎支店　支店長　　　職業分類： 証券業
   推薦者： 植松巌君、　市川豊行君
（３）職業奉仕委員会　本年度事業について　　　　　　　　　　　　委員長　神澤利之君
（４）「公益財団法人ボーイスカウト日本連盟」ならびに「日本スカウトロータリアン」
       青少年育成のためのボーイスカウト運動へのご支援のお願い
       実績：　・2015-2016年度までの5年間： 「第２３回世界スカウトジャンボリー」への支援　１万円
               ・2016-2017年度： 実績なし　　・2017-2018年度： １万円
               ・2018-2019年度： １万円  ・2019-2020年度： 実績なし　　・2020-2021年度： １万円
       参考：　別団体である「公益財団法人群馬県ボーイスカウト振興財団」の賛助会費については、
               本年度第４回理事会にて承認し、１万円を納付済み
（５）その他

 ３．報告事項
（１）退会　　　深堀達義君（有限会社魚とし　代表取締役）･･･ご逝去により１月１１日付退会
（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
     〇令和３年度高崎ロータリークラブ基金　活動成果報告書について
　　  「NPO法人高崎子ども劇場」　「ぐんま里山学校」
     〇令和４年度高崎ロータリークラブ基金　募集開始について

会長の日　～日本の神社～　より抜粋

　→　1/17中止

1 21(金) ※第3回高崎6RC　会長幹事会　→　1/14中止
17(月) 理事会、例会 　会長の日、下期会費現金納入

<休会>

31(月) クラブ新年会

2

第3分区ガバナー補佐訪問

（３）ＲＩ第２８４０地区　第３分区
     〇2021-2022年度　Intercity Meeting「奉仕の理想を掲げ、新たな旅に出よう」について
      日時： 2月26日（土）　登録開始15時30分　 IM開始16時00分　 懇親会開始18時10分
      場所： ホテルメトロポリタン高崎
出席対象者： 各クラブ１５名以上
義務出席者： 会長､会長エレクト､副会長､副会長エレクト､幹事､次期幹事､会員増強委員長、
             親睦委員長､クラブ戦略委員長､研修リーダー､入会３年目までの会員
    登録料： 8,000円（会費3,000円＋クラブ負担5,000円）
      内容： ＜各クラブの代表による事例発表・討論＞
            本年度足立ガバナーのテーマに沿って各クラブ代表者より自由に発表し、クラブの
            ディスカッションリーダーが質問を受け付け、１５分の持ち時間で討論し進行する。
            発表者は大澤委員長、ディスカッションリーダーは矢嶋幹事の予定
（４）ＲＩ第２８４０地区
　　〇下期地区分担金について
　　コロナ禍の影響により下期のインターアクト事業が中止となり、当初予定していた会員1人
    当たりの分担金、合計11,750円からインターアクトの下期分担金予定額650円を控除して、
    11,100円に変更
（５）公益社団法人高崎青年会議所　「新年会」について
     日時：1月13日（木）　19時　　場所：ホワイトイン高崎　　会費：8,000円　　→　1/11付 中止
（６）在宅勤務・時差出勤　　ロータリーの友事務所
（７）ロータリー文庫　　デジタル化済み資料の廃棄について
（８）その他

 特別月間：平和と紛争予防・紛争解決月間
7(月) <休会> 　定款第７条第１節(ｄ)(１)
14(月) 理事会、例会 会長の日
21(月)

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」


