
　

年度目標額に対する達成率

財団／年次寄付(＄) 1,832.76 8,528.92 42.75%

米山記念特別寄付(¥) 197,000 1,034,000 59.80%

125.86 827.96 20.75%財団／ポリオ寄付(＄)

134 134 86 64.18% 0

地元の小学校にメモリアルDVDを作成しました。

86 64.18%

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）

今月の寄付額 今月末までの寄付累計額

出席者
会場
出席率

メークアップ
週間
出席者

週間
出席率

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
　　●社会福祉法人 高崎市社会福祉協議会　 事務局長　　岸 一之（キシ　カズユキ）様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域福祉係　係長　上野 弘行（ウエノ　ヒロユキ）様
　　●２０２１学年度米山記念奨学生　李芸曼（リ　イマン）さん
４．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」2022年2月号・3月号、クラブ週報第20号　他
　　●回覧（1部） … クラブ例会変更、ガバナー月信　等
　　●「抜萃(ばっすい)のつづり その八十一」 ･･･
　　　㈱クマヒラが全国RC、日本大使館、各種団体等に毎年45万部を無料配布している冊子です。
５．委員会報告　・・・
　　●職業奉仕委員会委員長　神澤利之君　　「職業奉仕委員会事業」について
　　●親睦委員会委員長　植松巌君　　「花見例会」について
６．出席報告　・・・ 出席委員会委員長　崎山譲治君
７．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
８．ニコニコボックス報告　・・・
９．ロータリー財団 １月寄付実績報告　･･･　副幹事
１０．ロータリー米山記念奨学会 １月寄付実績報告　･･･　米山奨学委員会委員長 三村治君
１１．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
１２．会長の日　・・・　会長　根本康弘君
　　　○「社会福祉法人 高崎市社会福祉協議会」より
　　　　「フードドライブ協力団体」感謝状の授与
　　　　　社会福祉法人 高崎市社会福祉協議会　　事務局長　岸 一之（キシ　カズユキ）様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地域福祉係 係長　上野 弘行（ウエノ　ヒロユキ）様
　　　　「フードドライブについて」地域福祉係 係長　上野 弘行（ウエノ　ヒロユキ）様
　　　○市川豊行君の「公立大学法人 高崎経済大学」理事長就任を御祝して
　　　　［2022年1月1日付 理事長就任］　　　パスト会長　市川豊行（イチカワ　トヨユキ）君
１３．点鐘　・・・　会長　根本康弘君

根本会長のお言葉

出席
報告

総員
出席計算に
用いた会員数

2022年3月14日　第21回　ハイブリット例会

一日一善一奉仕
根本君 大澤さんと栃木県の茶臼岳を登山して、落ちていたゴミを拾いました。

崎山君 横断歩道で徐行したところ子供達に気付き渡らせてあげました。

佐藤君 職業奉仕委員会へのタオルを寄付しました。

三村君

自販機で水を買う時、おつり口に埃が溜まっていたのでキレイにしました。

皆さんこんにちは。年明け第1回目の例会で皆さんに新年のご挨拶はできたのですが、その後コロナウイルスの
関係でオンライン例会になりまして、皆さんと顔を合わせるのは本当に久しぶりになります。
皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。
来月は休会もあり、休みが続いてしまうため矢嶋幹事と相談させていただき、当クラブの例会も会場の
設営方法等も問題ないだろうということで、会場での例会を開催しようということになりました。
群馬県の警戒度2ですが、まんえん防止等重点措置が明けていないので、会場での食事はまたの機会に
させていただきました。まだ流行が下火になっていないので、会場に来られない方もいらっしゃると思いますが、
家や会社からリモート例会に参加していただいてる方もいらっしゃると思います。
本当にありがとうございます。

高崎市社会福祉協議会・地域福祉係　係長　上野弘行様

　高崎RCからは昨年7月27日から計5回・919点の寄付をいただき、高崎市内のこども食堂やホームレス・
生活困窮者を支援する団体にお渡しさせていただき、有効に活用していただいているところです。
RCのHPに”フードドライブ”の言葉を目にすることができ、大変嬉しい気持ちになります。
1日1善1奉仕にも「フードドライブに寄付をした」と載せて下さっていた方もいらっしゃいました。
ありがとうございます。
　フードドライブとは、一般家庭で余っている食品やこの先食べないであろう食品を集める
活動のことで、ドライブには目的を達成するための運用やキャンペーンの意味があります。
この事業は平成29年に「もったいないをありがとうへ」をキャッチフレーズに始まりました。
令和元年度に事業が本格化しました。初めはイベントでの実施や歳末時期に限定した
取り組みでしたが、年々協力くださる団体が増え、今では通年で食品の受付を行っております。
　令和元年では2,432点の受け入れでしたが、令和2年では6,121点に増加し、令和4年では
3月9日時点で8,633点と沢山の食品をいただけている状態です。最近では新たに協力して下さる
企業様も増えております。本協議会ではフードドライブを無理なく取り組める社会貢献事業と
捉えまして、こういった仕組みを市内全体に広げていくことを目指しております。
一つ一つの団体と一人一人の市民の皆様方と連携させていただきまして、
福祉推進に取り組んでまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

卓話　フードドライブ

　　　【40年】服部　敏雄
　　　【24年】丸山　和久
　　　【15年】山中　清之
　　　 【7年】白井　直喜
　　　　　　　野口　智宏
　　　　　　　原澤　秀樹
　　　　　　　山﨑　健
　　　 【2年】高橋　徹
　　　 【1年】松岡　淑憲

　　吉田　吉太郎　金田　悦郎　茂木　晴男　富澤　謙吉
　　長井　友之　　芝崎　勝治　矢嶋　真　　桑原　幸雄
　　佐藤　健司　　小泉　健　　上野　勤　　高橋　徹
　　泉　　純平

在籍年数表彰（9名）　 誕生日祝（11名）　

　　金田　悦郎　　茂木　晴男　　芝崎　勝治　関口　俊介
　　森田　岳志　　岡田　千代美　高瀬　和利　上原　政弘
　　小此木　能信　仲澤　賢一　　小澤　健一

結婚記念日祝ならびにサンクスファミリーデー祝（13名）　

李さん

86.2186.21
財団／災害救援基金

(＄)

臨時・期間限定【2022/4/30迄】ウクライナでの人道的危機への対応

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21号［2022年4月4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」 瑞牆山（日本百名山 標高2,230ｍ 山梨県 奥秩父）



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

市川豊行　小澤健一　久米貴久
高見澤隆　服部敏雄　細谷可祝
茂木孝雄

28,000 128,000 42.67%

ロータリー財団
寄付

阿久澤嘉一　市川豊行　大澤博史　久米貴久
神宮嘉一　　竹内功　  登丸晃司　富澤謙吉
富山俊吾　　豊田明美　服部敏雄　細谷可祝
茂木節夫　　茂木孝雄　森田岳志　吉井良弘

神澤利之　富山俊吾　長井友之
根本康弘　服部敏雄　広瀬雅美
堀越芳春　矢嶋真　　丸山和久
茂木節夫　茂木孝雄　吉田吉太郎

長井君 頑張ります！ 根本君 社会福祉協議会の方をお迎えして

広瀬君

記念日祝
【結婚記念日ならびに
サンクスファミリー

デー】

天田朝憲　久米貴久　小泉健
小林政夫　富澤謙吉　茂木晴男
矢嶋真

夜間例会

125,000 1,601,000 69.61%

本日までの
寄付累計額（円）

誕生日祝

市川豊行　小澤健一　岡田千代美
桂川修一　関口俊介　髙瀬和利
塚越良也　仲澤賢一　橋本寿太郎
茂木孝雄　茂木晴男　森田岳志
吉田吉太郎

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

年度目標額に
対する達成率在籍年数表彰

阿久澤嘉一　佐藤弘之　服部敏雄
広瀬雅美　　丸山和久

高崎6RC対抗ゴルフ大会　兼　高崎RCゴルフ部第2回コンペ
場所：倶楽部我山　　会費：ひとり5,000円
各クラブ負担金：15,000円　開催有無の判断：3月25日頃
会長の日
※第20回(通算40回)RYLA研修会　→　3/8付　中止

備考　※地区関係行事予定

１．会長挨拶
２．議題
（１）２０２２年３月、４月　例会・行事予定

6(日)
※次世代セミナー　→2/10付　延期
　　　　　　　　　→3/10付　5/8(日)に延期後開催決定

14(月)
例会は会場出席とオンライン視聴の併用開催、会長の日

月

オンライン例会 クラブ活動報告　14日より7日に変更し、オンラインにて開催

日 行事予定

4

 特別月間：母子の健康月間

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

（２）親睦委員会　「花見例会」について　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　植松巌君
      ※開催の有無を判断。
      延期の場合： 日程を決定。3/28は4/13合同例会の振替として休会。4/11は通常例会開催。
（３）ＲＩ第２８４０地区
      ○「トンガ王国海底火山大規模噴火」支援金のお願い
      →積立金［災害等支援準備金］より１０万円拠出
（４）RI日本事務局財団室　ウクライナでの人道的危機への対応
     2022年4月30日まで災害救助基金として、会員・クラブの寄付・寄贈をオンラインと銀行振込で受付
      →　クラブ積立金［災害等支援準備金］より拠出
（５）高崎南ロータリークラブ　創立６０周年記念式典ならびに祝賀会のご案内
     日時：　２０２２年５月１４日（土）　　記念式典　15時より　　祝賀会　16時30分より
     会場：　ホテルメトロポリタン高崎　　　　会費：　ひとり１５，０００円予定
     参加人数：　９名まで（来賓１名を除く）※参加対象は会長、幹事に一任
（６）群馬交響楽団　２０２２年度賛助会員ご継続のお願い
　　　現在加入中の２０２１年度賛助会員「法人会員（B）」…５０，０００円（入場回数券１８枚付）
　　　継続の場合： 例会にて入場回数券の希望者を募り、配布
（７）その他　４月３日高崎６ＲＣコンペ、表彰式共に開催予定、協力依頼（ゴルフ部森田さんより）

 ３．報告事項
（１）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法人オドリバ」
　　 ○令和４年度高崎ロータリークラブ基金　３月１４日朝現在の応募状況について
　　「笑って子育てロリポップ」　「地域サロン ハッピー」　「ふるさと再生ネットワーク」
（２）高崎ＲＣ・高崎セントラルＲＣ・高崎北ＲＣ（３クラブ）合同親睦例会
　　　日時：　２０２２年４月１３日（水）　点鐘　18時30分　　　会場：　ホテルグランビュー高崎 ３階
　　　費用：　ひとり８，０００円　　　会費（会員負担分）：　３，０００円

理事会 理事会・第1例会を7日より14日に変更
ハイブリット例会

＜休会＞ 春分の日21(月)

※2022-2023年度　会長エレクト・幹事エレクト研修セミナー(PETS・SETS)

2022年3月14日　第9回　理事会

花見例会
＊午後：事務局閉局(ホテル年次電気点検による停電の為)＊

3

月

7(月)

その他

本日の寄付額（円）

阿久澤嘉一　市川豊行　大澤博史　小澤健一
久米貴久　　富山俊吾　豊田明美　登丸晃司
服部敏雄　　細谷可祝　茂木節夫　森田岳志
吉井良弘

米山記念
奨学会　寄付

会社の成長戦略としてのM&Aがクロージングとなりました。さらなるお客
様サービス向上に努めます。 矢嶋君 長男が結婚披露宴を挙げることができました！

13(日)

28(月) 夜間例会

<休会>  4/21高崎・高崎シンフォニー・高崎東（３RC）合同例会に振替
高崎・高崎シンフォニー・高崎東（３RC）合同例会
※地区リーダーシップセミナー
　時間:14時30分～17時30分　　会場：前橋商工会議所

13(水) 夜間例会

（３）ＲＩ第２８４０地区第３分区
　　〇第３分区ＩＭの中止に伴う「活動報告書」の提出について
　　（第3分区ガバナー補佐へ提出済み、クラブの3月7日オンライン例会にて幹事等より報告済み）
（４）ＲＩ第２８４０地区 他
　　〇2022-2023年度　地区役員・地区委員　就任依頼
　　ガバナー諮問委員会委員、地区戦略計画委員会委員長 他 ･･･ 田中久夫君
　　第3分区ガバナー補佐 他 ･･･ 関口俊介君　　資金推進委員会副委員長 他 ･･･ 豊田明美君
　　地区補助金委員会委員 ･･･ 江畑晴彦君　　ＩＣＴ推進委員会委員 ･･･ 天田朝憲君
　　青少年交換委員会委員長 他  ･･･ 吉井宏文君　　青少年交換委員会副委員長  ･･･ 小澤健一君
　　米山記念奨学委員会副委員長 ･･･ 石井嘉一君
　　○21-22年度　地区大会記念ゴルフ大会のご案内　　　日時：５月１５日（日）　会場：サンコー７２C.C
　　〇「第19回ロータリー全国囲碁大会」のご案内　　　　※本日例会で回覧
（５）宇都宮南ロータリークラブ　創立４０周年記念式典・祝賀会のご案内
　　　日時：　４月１３日（水）　　受付 16時～　記念式典 16時30分～　　祝賀会18時～19時30分
　　　会場：　ホテルニューイタヤ　　　会費：　なし（御祝持参予定）　　　出席者：３名（未定）
（６）配布物　「抜萃のつづり その八十一」
　　　㈱クマヒラが全国RC、日本大使館、各種団体等に毎年45万部を無料配布
（７）その他
　　　事務局　冨樫さん4月で退職予定、後任等紹介の依頼（根本会長）

ニコニコボックスメッセージ
神澤君 職業奉仕タオルありがとうございます。 富山君 春ですね～　ホワイトデーですね～

日 行事予定 備考　※地区関係行事予定
 特別月間：水と衛生月間

25(月) 例会

3(日)

9(土)

例会

　開会：18時　 会場：前橋商工会議所　 登録料：ひとり10,000円
対象：地区役員、会長、幹事（3/8付 規模縮小）

23(土)

11(月) <休会> 4/13高崎･高崎セントラル･高崎北（３RC）合同親睦例会に振替

18(月)
高崎・高崎セントラル・高崎北（３RC）合同親睦例会

24(日) 例会
地区大会→3/8付　基調講演の一般入場の中止
懇談会

　登録料:ひとり2,000円　　対象:会長、幹事
※RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

4(月) 理事会、例会

21(木)

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」


