
皆さんこんにちは。
気象庁によりますと梅雨入りしたそうです。これで雨も続きますけれども、晴れて暑くなったりしますので
体調管理の方はしっかりなさっていただきたいと思います。
コロナの方は最近の新聞を見ますと、群馬県内は200人くらい、全国的にみても2万人くらいと下火の方に
なりまして、こういう席でも早くコロナが下火になって通常が戻ればいいなという話をします。
先々週、前橋北ロータリークラブの40周年記念式典に行った際、渋川ロータリークラブのホテルを経営されて
いる方と話をしました。「愛郷キャンペーン」で個人の若い方はそこそこ戻ってきているけど、宴会を
するような団体客はまだ全然戻ってきていないそうです。そういう中でも生き残っていかなければいけないな
という話をされていました。
まただんだん懇親会の方もできるようになって、月１回の懇親会などやっていきたいと思って
いますが、閉まっている店が多くて、開いているお店も予約が入らないと平日は開けないと
いうことで、元の生活スタイルへは戻らないと思います。時代は変化するので、時代に沿った
形でやっていければと思います。
早いもので先程今年度最後の理事会が終わりました。おかげ様で今年度のすべてにおいて
理事会で承認されて１年間無事に過ごすことができました。ありがとうございました。

１．クラブ協議会開会･････　会長　根本康弘君
２．役員・理事・委員長退任挨拶

３．クラブ協議会閉会・例会点鐘･････　会長　会長　根本康弘君

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6月号、クラブ週報第27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・職業分類委員会委員長　岡田千代美君
　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］　　　牧野英輔（マキノ エイスケ）君　　　推薦者：大澤博史君
　　　　　　　　　　　　松本武志（マツモト タケシ）君　　　推薦者：金井裕君、小澤健一君

　⬤ロータリー財団委員会委員長　田中栄司君　　［ロータリー財団表彰］

　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー ３　　富澤謙吉（ﾄﾐｻﾞﾜ ｹﾝｷﾁ）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」５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」５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　･･･　２０２２学年度米山記念奨学生　李芸曼（ﾘ ｲﾏﾝ）さん

　　　嶋方 智之　 大澤 博史　　小保方由紀子　　佐藤 弘之
　　　高橋 琢　　 岸　 義將　　大橋  秀光　　　大塚 修一
　　　高橋 徹　　 市川 薫

ニコニコボックス　寄付

ロータリー財団
寄付

阿久澤嘉一　神宮嘉一　高見澤隆　服部敏雄
茂木節夫　  森田岳志　吉崎裕

90.04%135,000 2,071,000

高崎ロータリークラブ
基金用寄付

その他

市川哲名　岡田千代美　大澤博史
小澤健一　金井克智　  小林政夫
神宮嘉一　根本康弘  　服部敏雄
逸見早苗　三村治　    村上文治　
茂木孝雄　森田岳志

記念日祝
【結婚記念日ならびに
サンクスファミリーデー】

小此木能信　桂川修一　桑野光正
嶋方智之　  関口俊介　逸見早苗

年度目標額に
対する達成率

0 140,000 46.67%

本日の寄付額（円）
本日までの

寄付累計額（円）

大澤博史　大塚修一　岸義將
小泉裕美　佐藤弘之　嶋方智之
高橋徹　  中澤洋子　逸見早苗
紋谷直幸

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

誕生日祝

米山記念
奨学会　寄付

2022年6月6日　第31回　例会 根本会長挨拶

　＜委員長＞
　三村 治 　米山奨学委員長
　天田 朝憲 　国際奉仕委員長
　嶋方 智之　　ニコニコＢＯＸ委員長
　品川 幸仁　　公共イメージ委員長
　崎山 譲治 　出席委員長
　
　＜監査＞　吉井 宏文

　＜理事＞
　田中 栄司 　ロータリー財団委員長
　大澤 博史　　社会奉仕委員長
　神澤 利之　　職業奉仕委員長
　岡田 千代美 　会員増強・職業分類委員長

在籍年数表彰

天田朝憲　大澤博史　岡本謙一
岸義將　  小林政夫　佐藤栄一
佐藤隆一　髙橋弘樹　中澤洋子
矢嶋真

神宮嘉一　服部敏雄　茂木節夫

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

2021－2022年度ニコニコボックス寄付目標　　2,300,000円

　　【２８年】　糸井 丈之
　　【２２年】　芝崎 勝治
　　【１０年】　岡本 謙一
　　【　〃　】　矢嶋 真
　　【　７年】　大澤 博史
　　【　６年】　天田 朝憲
　　【　〃  】  佐藤 栄一
　　【　４年】　髙橋 弘樹
　　【　〃  】　小林 政夫
　　【　〃  】　高井 俊一郎
　　【　３年】　佐藤 貴江
　　【　〃　】　岸　 義將
　　【　１年】　佐藤 隆一

在籍年数表彰（13名）　

クラブ協議会 　　糸井 丈之  関口  功　　関口 俊介　桂川 修一　 山中 清之　
　　嶋方 智之　善如寺信哉  逸見 早苗　小此木能信  小宮 良一
　　佐藤 貴江　桑野  光正　桜庭 周清　松澤 浩文

誕生日祝（10名）　

結婚記念日祝ならびにサンクスファミリーデー祝（14名）　

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28号［2022年6月13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」 榛名山（標高1,449ｍ 上毛三山 群馬県高崎市）

牧野英輔君 松本武志君



順不同

4(月) <休会>

18(月) <休会> 　海の日
23(土) ※インターアクト年次大会　場所：館林文化会館カルピスホール

　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
理事会、例会 クラブ協議会（役員・理事・委員長退任挨拶）

27(月) <休会>
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本年度最後の理事会を終えて。

一年間お世話になりました。

11(月) 理事会、例会 　クラブ総会(決算、予算　他)

次年度準備会議　時間：18時30分　場所：魚とし

11(土)
※米山記念奨学生学友会総会　時間：17時

　クラブ協議会（役員・理事・委員長就任挨拶）、上期会費現金納入

 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

 定款第7条第1節(d)

　定款第7条第1節(d)

　場所：ホテルメトロポリタン高崎　出席：李芸曼さん
 役員・理事・委員長退任挨拶
 本年度慰労会　時間：18時30分　場所：魚仲

夜間例会  年度末懇親会　場所；ジョージアンハウス　時間：18時30分

例会
13(月)

20(月)

6(月)

中澤　洋子 ありがとうございました。

七年間お世話になりましてありがとうございました。
この度一身上の都合により退会させて頂きます。
今後共、ご指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。

街で見かけたらお声かけ下さいネ！

逸見　早苗

小澤　健一 松本君をよろしくお願いいたします。 服部　敏雄 地区表彰（在籍年数）をいただいて。

牧野英輔君をよろしくお願いします。 小林　政夫
母の葬儀では本当にお世話になりました。

ありがとうございました。

2022年6月6日　第12回　理事会
１．会長挨拶
２．議題
(１)２０２２年６月、７月　例会・行事予定

月 日 行事予定 備考　※地区関係行事予定

茂木　孝雄 いつもありがとうございます。 村上　文治
先日の親睦委員会では素敵なプレゼントが
当たりましてありがとうございました。

宜しくお願いします。

副会長を退任して。

135 135 82 60.74% 2 84

委員長退任に際して。

一年間ありがとうございました。

森田　岳志 戦略計画委員長御礼。

三村　治 一年間お世話になりました。

金井　克智

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

大澤　博史

岡田千代美

小此木能信

市川　哲名

（３）退会届
　①高橋徹君（株式会社上毛新聞社　高崎支社長）　・・・ 異動　　退会日：６月１３日
　②渡邉国男君（株式会社ライフネクスト【㈱メモリードグループ】　代表取締役社長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・ グループ内異動　　退会日：６月２５日
　③逸見早苗君（有限会社逸美　取締役）　・・・ 一身上の都合　　退会日：６月２５日　
（４）新会員推薦
　① 富田充慶（とみた　みつよし）氏　　勤務先・役名：株式会上毛新聞社　高崎支社長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 職業分類：新聞　　　推薦者：樋田康行君
（５）群馬ダイヤモンドペガサス　スポンサー契約について
　　【球馬スポンサー】　　協賛金5万円　・・・　各媒体でスポンサーとしてクラブ名を紹介
（６）その他　なし
３．報告事項

 ４．
（１）ＲＩ第２８４０地区
　〇クラブ奉仕事業の広報のお願い
（２）決算に向けて、会計上のお願い ［再度のご連絡］
　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 　　　※20日以降の支払いは全てできません。
（３）ロータリーの友事務所　　時差出勤と在宅勤務併用の延長、問い合わせは極力メールかFAX。
（４）その他
　森田岳志君より、6月7日のゴルフは雨の為中止。夜の懇親会は予定通り。

62.22%

週間
出席者

週間
出席率

ニコニコボックスメッセージ
根本　康弘 神宮　嘉一

(２)２０２２－２０２３年度　上期予定、２０２２年７月　例会・行事予定

※次年度理事会協議、会費の件
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25(月) 例会

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27号［2022年6月6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

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」


