
米山記念
奨学会　寄付

泉純平　  大草良広　児玉三郎　佐藤貴江
佐藤弘之　高橋琢　  高見澤隆　茂木節夫
茂木孝雄　吉崎裕

ロータリー財団
寄付

天田朝憲　大草良広　北村久美子　児玉三郎
佐藤貴江　佐藤弘之　髙瀬和利　  高橋琢
竹山哲男　服部敏雄　茂木節夫　  茂木孝雄
森田岳志　吉崎裕

  　【37年】  川手  義昭
 　 【24年】  田中  久夫
  　          長坂  資夫
  　【 7年】  髙瀬  和利
  　          樋田  康行
  　【 5年】  上原  政弘
   　         久米  貴久
  　【 2年】  鈴木  尚彦
    　        市川  薫
    　        佐々木康壮

その他
佐藤貴江　根本康弘　広瀬雅美
吉井良弘

記念日祝
【結婚記念日な

らびに
サンクスファミ
リーデー】

泉純平　　市川哲名　大河原吉明
大澤博史　登丸晃司　富山俊吾
服部敏雄　原澤秀樹　茂木孝雄
吉井良弘

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

泉純平　大草良広　高橋琢

年度目標額に
対する達成率

7,000 135,000 45.00%

佐藤  和徳　 市川 哲名　吉井  良弘　 富山 俊吾　原澤 秀樹　石井 嘉一
岡田千代美　 豊田 明美　大河原吉明　 柳井 稔文　福村 好二　仲澤 賢一
髙橋  弘樹　 登丸 晃司　渡邉　国男

結婚記念日祝ならびにサンクスファミリーデー祝（15名）　

深野 清一　茂木 節夫　岡本 謙一　崎山 譲治　白井 直喜　山﨑 健
逸見 早苗　片山 政明　石原 理沙　池田 広之　塚田 雄大

年度目標額に
対する達成率

94,000 1,866,000 81.13%

在籍年数表彰（10名）　 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）

誕生日祝
石原理沙　崎山譲治　善如寺信哉
茂木節夫

誕生日祝（11名）　

根本会長のお言葉
　連休の前半にこちら雨だったんですけど、立山の方は雪が降ったということで、5月3日・4日に本当に
真っ白な雪の自然の中で素晴らしい景色を堪能してきました。その中でいつものことですけど、
ちょっとしたゴミ拾いや、大澤君は落とし物を拾って届けたりですとか、何気ない生活の中にも一日一善が
自然と出来るようになってきたかなと思います。
　先週の土曜日に職業奉仕委員会の事業が児童養護施設で行われました。神澤委員長ご苦労様でした。
皆様から届いたタオル約600本を届けてきました。会場へ行ったのは数名ですけれども、皆様から届けて
いただいたタオルを施設に贈呈できたということで、高崎ロータリークラブの全体的な事業だったのかなと
思います。
残りわずかですが、まだ少し事業も残っておりますので皆様のご協力を宜しくお願いします。

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 77 57.46% 2 79 58.96%

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
泉純平　　　上原政弘　川手義昭
佐々木康壮　髙瀬和利　田中久夫
登丸晃司　　樋田康行

本日の寄付額（円）
本日までの

寄付累計額（円）

2022年5月16日　第28回　例会 会長卓話　～「物の名前の移り変わり」より抜粋～
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
  ●２０２２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」2022年5月号、クラブ週報第24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・職業分類委員会副委員長　小保方由紀子君
   ［新会員紹介］　　　青木英明（アオキ ヒデアキ）君　　　推薦者：広瀬雅美君
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 ４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 ４月寄付実績報告　･･･　米山奨学委員会
１２．奨学生　奨学金授与ならびに挨拶　･･･　２０２２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　　「物の名前の移り変わり」
１４．点鐘　・・・　会長　根本康弘君

一日一善一奉仕
根本君 登山の際にゴミ拾いをしたり、大澤君は落とし物を拾って届けました。

神澤君 フードドライブに物を寄付しました。
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「ロータリーを実践しよう 心豊かな人生にするために」

青木 英明君

鷲羽岳（日本百名山 標高2,924ｍ 北アルプス ⾧野県・富山県）

昔に使っていた呼び方が現代では様々に変化している。

ロータリーも時代のニーズに合った変化が必要です。



18(水)

30(月)

順不同

<休会>

茂木　孝雄 いつもありがとう。

佐藤　貴江
長男が結婚し、自社に入社いたしました。

ご指導よろしくお願い申し上げます。
吉井　良弘

内孫（女の子）が出来ました。
楽しい事です。最高！！

佐々木康壮 ３年目になりました。よろしくお願いします。 広瀬　雅美 青木さんの入会をお祝いして。

根本　康弘 最後の会長卓話をさせて頂きます。

ニコニコボックスメッセージ紹介

第１1回　理事会

月 日 行事予定 備考　※地区関係行事予定
 特別月間：青少年奉仕月間

　時間：受付9時30分～　10時～19時　会場：ティアラグリーンパレス

第3分区ガバナー補佐訪問、新会員卓話（坂入悠太君）

21(土)

例会

第3回ロータリー戦略計画委員会
　時間：18時30分～　場所：ホテルグランビュー高崎

第4回親睦委員会　時間：18時30分～　場所：高崎髙島屋ビアガーデン
※2022-2023年度地区研修・協議会　ホスト：太田中央RC

※地区大会記念ゴルフ大会　場所：サンコー72C.C　参加者：19名
理事会、例会 会長の日

定款第7条第1節(d)(1)
※次世代セミナー　時間：13時30分～17時00分
4/24地区大会に振替

2(月)

例会 ゲスト卓話
 特別月間：母子の健康月間

2(木)
※第4回高崎6RC会長・幹事会[新旧引継ぎ会]
　時間：18時30分～　場所：ホテルグランビュー高崎
　出席者：関口次年度ガバナー補佐、本年度及び次年度の会長・幹事

8(日)
9(月) <休会>

15(日)

16(月)

23(月)
　時間：例会後 場所：ホテルグランビュー高崎1階「グランシエール」
次年度委員長連絡会議

27(月) <休会> 定款第7条第1節(d)

6

（３）高崎東ロータリークラブ　例会場変更及び事務局移転のお知らせ
　　　例会場変更ならびに事務局の移転先：　エテルナ高崎（〒370-0841　高崎市栄町22-30）
　　　事務局の電話番号ならびにFAX番号の変更：電話 ０２７（３８６）４７６３　FAX ０２７（３８６）４７６６
（４）前橋北ロータリークラブ　創立４０周年記念式典開催のご案内
　　日時　2022年5月28日（土）　　式典：14時30分より　　祝賀会：16時より
　　場所　前橋商工会議所　　　登録料　１０，０００円　　　出席者　根本会長
（５）高崎ユネスコ協会　令和４年度通常総会の開催について（ご案内）
　　日時　2022年5月15日（日）　　13時30分～14時30分
　　場所　高崎市中央公民館視聴覚集会室　　　 ※出席する場合、出欠回答不要にて、当日会場へ
（６）群馬交響楽団　２０２２年度賛助会員「法人会員（B）」の回数券１８枚の配布について
　　5月23日例会～6月13日例会の受付に記入用紙を設置して、希望者の申込［ひとり１枚］を受け付ける
（７）決算に向けて、会計上のお願い
　　委員会や事業の開催（年度末懇親会を除く）：　6月15日（水）まで厳守
　　領収書の事務局への到着：　6月20日（月）必着 　　　　　※以降の到着分は支払いができません。
（８）その他
　　ダイヤモンドペガサスの件、スポンサー50,000円打診。野球部へのコーチ依頼等メリットを協議。

（２）退会届
　　① 坂入悠太君（株式会社美喜仁　専務取締役）… 会社代表と所属クラブ交代　　退会日：５月３１日 承認
（３）新会員推薦
    ① 牧野英輔（まきの　えいすけ）氏   勤務先・役名：株式会社牧野　代表取締役
       職業分類：福祉サービス　　　推薦者：大澤博史君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
    ② 松本武志（まつもと　たけし）氏   勤務先・役名：株式会社ショーワテクノ　代表取締役
       職業分類：警備　　　推薦者：金井裕君、小澤健一君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
（４）高崎市国際交流協会　令和４年度会費の納入について（お願い）
      団体の会費：１０,０００円　過去実績：例年度納入済み　納入期限：4月末（早急な対応要）　　　 承認
      参考）　令和4年度総会　　日時：5月31日（火）10時30分より　　会場：高崎市総合保健センター
（５）高崎市緑化運動推進委員会　令和４年度「緑の募金」へのご協力について（お願い）               承認
      納入期限： ８月５日（金）　　　例年度募金額： １０,０００円

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法人居場所づくりサポートsamiitosu」　　　　※これにて全団体より報告書が提出されました
    ○令和４年度高崎ロータリークラブ基金　「プレゼンテーション審査会」選考結果について
      申込： １７件　→　書類審査通過： １２件　→　プレゼン審査による採択： １２件
（２）ＲＩ第２８４０地区
　　〇2024-2025年度ガバナー候補者　指名の公表
　　　　ガバナーノミニー・デジグネート：　　森 末廣（もり すえひろ）　［桐生ロータリークラブ所属］
　　〇女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会・ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会共同事業「ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ推奨高校への感染症対策品の寄贈」

１．会長挨拶
２．議題
(１)２０２２年５月、６月　例会・行事予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

14(土)
職業奉仕委員会[タオル贈呈式＆「二胡」ミニコンサート]
　時間；14時～　場所：児童養護施設「希望館　八幡の家」

5

6(月) 理事会、例会 クラブ協議会（役員・理事・委員長退任挨拶）
13(月) 例会 役員・理事・委員長退任挨拶
20(月) 夜間例会 年度末懇親会　※ジョージアンハウス予定　後日案内

27(金)
※[第3分区合同フードドライブ]寄贈式　時間：15時
　場所：社会福祉法人高崎市社会福祉協議会
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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」


