
８．出席報告 出瀳 員会 員   方 炀君

１．点鐘 ２．ロータリーソング ● それでこそロータリー
．会 、 ジター 他 ● 高崎市 高崎経 大学 高等学

（インターアクトご 当）  炡 生 ９．ニコニコボックス報告 ニコニコボ クス 員会 員  市勜 二 君
● インターアクトクラブ（8名）  

． 大 等 インター クトクラブ 活動報告

５．食事
６．幹事報告 ●配布物 … 週報3号 他    １ ． バ ー報告 １1．点鐘 ●会   勜瀷一君

●回覧（1部） … クラブ 会変点、ガバナー月勼 等 2022 2023 瀷 議会での中野 ガバナーによる 勖を紹介
● 次回通常 会より E 週報のご 内

７．委員会報告 ●  員会  員  烢 会の日時の
4 8月22日（月） PM6：00受付開始（点鐘 PM6：30） マリエール高崎にて

※ドレスコード アロハシャツ、浴衣等。夏らしい服装でお越しください。

インターアクト 次大会の様 天田朝憲　岡本謙一　小林政夫　佐藤弘之　豊田明美　中村ひろ
み　吉井良弘

阿久澤嘉一　小林政夫　佐藤弘之　高見澤隆　広瀬雅美

 高崎市 高崎経 大学 高等学 、インターアクトクラブ 8名で
お越しいただき、 性的な しい自己紹介を え、 次大会でも っ
た、インターアクトクラブでの具体的な活動報告をしていただきまし
た。エコ ャ の回 、募 活動、フードドライブ、文化 での

等、烃 的に奉仕活動を う い 、灟来が しみです。

経費削減等の観点から、次回より週報の閲覧方法を実験的に変えてみよ
うと います。  のように 会時に各 ーブルに Rコードを掲 い
たしますので各自スマートホンで読み取ってデータで閲覧してくださ
い。（今まで通り、紙の週報が欲しい方は受付にご用意しておきます）

寄付目標 300,000円
本日の寄付額（円） 本日までの寄付 額（円） 目標額に対する 成

1,000 41,000 13.67%

※すべてのコメントを紹介できない事もあり
ます。ご くださいませ。

ロータリー ロータリー 記 学会寄付    ※

結婚記念日 ならびにサンク
スファミリーデー

佐藤弘之高崎ロータリークラブ基金

ニコニコボ クス寄付 ※

13.87%
    2022 2023 ニコニコボ クス 高崎ロータリークラブ 用

本日のニコニコボ クス寄付額、本日 の 額、 額の 寄付目標に対する 成

    2022 2023 ニコニコボ クス寄付目標 2,300,000円
ニコニコ

～みんなの声～

  ロータリー2022 2023 RI会 、ジ ニフ ー E ジョーン 氏が掲げる ーマはI  R  イ
マジン ロータリー)です。ロータリーの文化は多様性、公平さ、インクルージョン（DEI）を体現していくべきだ
と勢 されています。 それを受け ロータリー第2840 2022 2023 ガバナー、中野 氏はさらに奉
仕を進化させる意味を込め「みんなのロータリー、みんなでロータリー、さあ！奉仕に出かけよう」というスロー
ガンを掲げました。

皆さんで、より奉仕を進化させていきましょう。

が しました！

「   」  会に出瀳して 間との を しみましょう。

②「高潔性」 常に自分を振り返り、道に外れていないかどうか考察しましょう。

「多様性」 それ れの 場を し、考え方を しましょう。

「奉 仕」  人のためになること、 会のためになることをしましょう。

「リーダーシ 」  間と を成すときは 観 ではなく、 して参 、 動しましょう

勜会 による紹介

ロータリー財団　寄付 米山記念奨学会 寄付

本日の寄付額（円） 本日までの寄付 額（円） 目標額に対する 成
23,000 319,000

大 広君 

ロイヤル・カウンティダウン・ゴルフクラブ（北アイルランド）

本日お越しいただいたインターアクトクラブの学生たち

本多 君、中  烆実さん   烫さん  木 向君  谷勜 炡生
君 猿谷 祐輝君 瀬在 啓介君 萩原 輝星君（自己紹介順）

炡 生に記

※次回以降またよろしくお願いします

佐藤栄一　林義行

大草良広

週間出席率

133133133133 133133133133 76767676 57.14%57.14%57.14%57.14% 2222 78787878 58.65%58.65%58.65%58.65%

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

小此木能信　仲澤賢一　橋本寿太郎　福村好二　堀越芳春　吉崎裕在籍年数表彰

誕生日祝

2022 2023
　北アイルランドの
宝石の名に相応し
い世界が認めた難
リンクス
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創立／ 1954 年 3 月 30 日 会長／桂川修一

例会日／毎週月曜日 12:10 ～ 13:10 幹事／植松巌　SAA ／ 小林政夫

Takasaki　　　　Rotary　　　　Club　　　　Weekly　　　　Report
例会場／ホテルグランビュー高崎

その他

4   会
2022 （  12 10  ルグラン ー   会 幹事 

公共イメージ委員会／

事務局／ホテルグランビュー高崎 佐藤弘之 金井裕　羽鳥修司　大塚修一 泉純平

奉仕活動を進化させ、大いに参加し、大いに人生を楽しもう。 世界のゴルフ場　100選 TEL.027-327-2888　FAX.027-327-2887 高見澤隆　林義行　糸井丈之



★ ゴルフ部より

その他

★ 野球部より

今後の予定

★ 成績

18：30
7：45
10：00
18：30

9：00

2022 2023

部活動等、 活動のご報告です

優勝者コメント

おめでとう！

募 さ

Takasaki　　　　Rotary　　　　Club　　　　Weekly　　　　Report

奉仕活動を進化させ、大いに参加し、大いに人生を楽しもう。

 8月 日（火） ゴルフ 部にて２０２２ ２０２ 第一回目のゴルフ部コンペが開炵されました。
ゴルフ 部は の 野に広がる 間コースで、 の を受ける 目を 大きなグリーンが

徴です。当日は晴天。猛暑の中のゴルフとなりました。部員２２名が参加しまさに熱戦が繰り広げられました。
当ゴルフ部は ちハンデ ャ で順位が われますが、優勝は石原 君。準優勝は 夫君です。おめで
とうございます。第二回のゴルフコンペは１０月１８日（火）の予定です。皆様のご参加をお待ちしておりま
す。
  ゴルフ部 部   炚一

当クラブHP
目指せ登録100％

マイロータリーはこちら

36.3
31.5
16.6

当日参加のメンバー

ありがとうございます！

とても暑い一日でしたが、ご一緒してくだ
さった皆さんと、たくさんのハンデのおか
げで、優勝することができました。ありが
とうございました。石原

（群馬県RC野球大会 予備日）
群馬県RC野球大会 決勝

7/7の高崎市議会チームとのソフトボール練習試合指導にも熱が入ります。

※ 会員の皆様で是非週報に掲載して欲しい記事等があれば、
コメント・写真等を添えてお近くの公共イメージ委員会メン
バーまでご連絡くださいませ。（※ 紙面の都合で掲載できな
い 合もご いま がその は予めご ください

日付 内容 時間 場所

9月16日（ ） 会（ 会）※ 為炋定 18：30 マリエール高崎

8月27日（土） 瀰 平 の木グランド

18：30
18：30

吉井運動公園球場

吉井運動公園球場

瀰 平 の木グランド
前 勾部運動公園

瀰 平 の木グランド

8月23日（火）

9月1日（木）

9月24日（土）

群馬ダイ ンドペガ ス、 の練習会の様 日が暮れてもナイターで練習

氏名
募  

夫 君
一 君

ＮＥＴ
62.7
64.5
65.4

ＨＤＣＡＰ

（編集後記）「かゆいところはありませんか？」「それ毎回聞いてくるけど、絶対聞かなきゃダメなの？『大丈夫です』以外に答える人っている？」
「えっと…たまに『前のほうをもう少し洗って』とか言われる方もいますね」「え？かゆいってのは洗い足りないの意味だったの？」「言われてみればそ
うですね…… 意 に ってました」。 日、 みの 容灗さんとの 勴ない会 。 今 の週報は、 ロユ 員 いる公 イメージチーム
が 当します。 じ時間と を うなら意 あるものにしようと 員会メンバーも り っていますので、皆さんからのご意 ご 等をお待ちしてい
ます。これで 号目となる今 の 週報、かゆいところはありませんか？（ ー）

 只今、群馬県RC野球大会に向けて猛練習（？）中です！新ユニホームももうじき完成します。まずは
初戦突破、お時間ある人は8/27（土）ぜひ応援に来てください！また、野球部員も随時募集中です。部

の 、またはお くの野球部員までお かけください！

グロス
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ＩＮ
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優勝
準優勝

3位

順位

10月1日（土）
11月5日（土）

練習
群馬県RC野球大会開会式
1回戦 VS 伊勢崎南RC
練習試合 VS 群馬県 会チーム

群馬県RC野球大会 準決勝


