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2022年5月23日 第29回 例会

新会員の卓話

１．点鐘 ・・・ 会長 根本康弘君
２．ロータリーソング ・・・ それでこそロータリー
３．会長挨拶、ビジター紹介他 ・・・ 会長 根本康弘君
●国際ロータリー第２８４０地区 ２０２１－２０２２年度
第３分区ガバナー補佐 川口修平（カワグチ シュウヘイ）様 【高崎南ＲＣ】
地区補助金委員会委員 小林匡美（コバヤシ マサミ）様
【高崎南ＲＣ】
４．食事
５．幹事報告 ・・・ 幹事 矢嶋真君
●群馬交響楽団 2022年度賛助会回数券（計18枚）の配布について
5月23日例会～6月13日例会の受付にある記入用紙にて、希望者の申込［ひとり１枚］を受付
●配布物 ･･･ 週報25号 他
●回覧（1部） ･･･ 他クラブ例会変更、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
１.推薦者より紹介 ２.新会員挨拶 ３.会長より会員章授与
［新会員紹介］
馬越貴裕（マゴシタカヒロ）君
推薦者：田中久夫君、広瀬雅美君
７．出席報告 ・・・ 出席委員会委員長 崎山譲治君
８．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
９．ガバナー補佐スピーチ ・・・ 国際ロータリー第２８４０地区 ２０２１－２０２２年度
第３分区ガバナー補佐 川口修平（ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ）様 【高崎南ＲＣ】
１０．新会員卓話 ・・・ プログラム委員会委員長 竹山哲男君
●株式会社美喜仁 専務取締役
坂入悠太（サカイリ ユウタ）君
「美喜仁のご紹介」
１１．退会挨拶 ・・・ 坂入悠太（サカイリ ユウタ）君
１２．点鐘 ・・・ 会長 根本康弘君

群馬県を中心に飲食業を営んでおり、桐生地区に3店舗、太田地区に1店舗、高崎地区に2店舗ございます。
自分で3代目になります。今回は「美喜仁館 高崎店」の宣伝をさせていただきます。
全部屋個室で最大160名様まで対応させていただいております。バリアフリーや、設備では
マイク・スクリーン・プロジェクター・カラオケ、懇親会前の会議室、バスでの送迎など全て
無料でさせていただきます。お料理はお寿司、ステーキ、和食がメインとなっており、季節に
合わせた新鮮な魚介類を提供させていただきます。
LINEでも毎週お得なクーポンを発信しております。お届けも行っておりますので、機会が
ございましたらご連絡お待ちしております。ギフト販売も行っております。御中元などに
大変ご好評いただいております。
5月31日をもちまして、高崎ロータリークラブを退会させていただくことになりました。
約4年間、皆様に優しく接していただき本当にありがとうございました。

馬越

根本会長のお言葉
皆さん改めましてこんにちは。
コロナ対策のマスク着用をめぐって、人混みの少ない所や家族間ではマスクを外して良いなど政府の見解が
緩和されてきて、これから少しずつ昔のような自由が戻ればいいなと思っております。
本日は第3分区の川口ガバナー補佐にお越しいただいております。
また南クラブは今年60周年を迎えられました。コロナの影響で記念式典が中止となってしまいましたので、
この場を借りてお祝いを申し上げます。おめでとうございます。

ニコニコボックスメッセージ
川口修平様

一年間お世話になりました。
ありがとうございました。

根本康弘

川口ガバナー補佐、小林さんをお迎えして。

豊田明美

すばらしいお花ありがとうございました。

植松巌

地区協議会参加してきました。たくさん勉強
させていただきました。来年がんばります。

市川豊行

田中久夫君に名誉教授の称号を渡して。

ガバナー補佐スピーチ 川口修平様
高崎RCはコロナの関係でクラブ運営が難しい中、リモート活用したりしながら一生懸命やっておりました。
ただ休会にするだけではなく、リモートという形でも交流を続けるのは大切なことだと思います。
先日、次世代リーダーセミナーがありまして、田中パストガバナーに参加いただきまして、第3分区は
有意義な時間になったのではないかと思います。田中さんの本の中に“参加をしないと面白くない。
ぜひロータリーの活動に参加するように”という内容もあり、特に若い会員の方は積極的に活動に参加して頂き
たいなと思います。経験豊富なロータリアンの方はクラブの状況を理解しながら若い会員の方に指導していただけ
ればと思います。
今年度はRI会長の方針でロータリー奉仕デーを行ってほしいということで、第3分区は6クラブ合同でフード
ドライブをしようということになり、5月27日(金)高崎市社会福祉協議会に提供します。
ありがとうございました。
またポリオプラスの感謝状をいただいているということで、ポリオに対する理解に関しても感謝申し上げます。
30数年前にオーストラリアに行った時はまだロータリアンではなく、ロータリーがポリオプラスという取組を
しているのは知りませんでした。ゴールドコーストにあるホテルのカジノの売上をポリオに提供することを
やっており、それを主催していたのがロータリークラブでした。
また、国際空港のエアーショーの売上もポリオに提供し、それを開催したのも
ロータリークラブでした。
オーストラリアのロータリークラブも一生懸命奉仕活動を続けてましたので、
是非これからもオーストラリアのサーファーズパラダイスロータリークラブとの
友好関係を続けていただければ素晴らしいのではないかと思います。
第3分区の中で高崎RCがコロナの中で苦労しながらメンバーを引っ張っていって
くれたのは非常に参考になりました。1年間大変お世話になりました。
ニコニコボックス 寄付
在籍年数表彰 久米貴久

本日、卓話させていただきます。
よろしくお願い致します。
（誕生日が）３月ですけど今頃になってしまい、
小此木能信
申し訳ございません（汗）
坂入悠太

順不同

一日一善一奉仕
根本君

貴裕君

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】

岡本謙一

石井嘉一
仲澤賢一

2021－2022年度ニコニコボックス寄付目標

山﨑健

小此木能信

髙橋弘樹
中澤洋子

山﨑健

豊田明美
山﨑健

2,300,000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

49,000

1,915,000

83.26%

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

2,000

137,000

45.67%

息子が年配のご夫婦に、目的地までの行き方を教えてあげていた。
その他

出席
報告

坂入悠太君 「美喜仁」

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

81

60.45%

2

83

61.94%

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

第３分区ガバナー補佐・川口修平様
市川豊行 植松巌 坂入悠太
根本康弘 山﨑健

茂木節夫

ロータリー財団
寄付

石井嘉一
豊田明美

市川豊行
細谷可祝

小保方由紀子
山﨑健

小泉健

米山記念
奨学会 寄付

石井嘉一
竹山哲男

市川豊行
細谷可祝

小保方由紀子
茂木節夫

小泉健
山﨑健

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」

2022年5月14日

5月19日

ボウリング部練習
パークレーン高崎
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