
７．出席報告 出瀳委員会委員   炀君

１．会 会  桂川修一君
２．ロータリーソング それでこそロータリー

．会 、 ジター紹介他 会  桂川修一君 ８，ニコニコボックス報告 ニコニコボックス委員会委員   川誠 君   為は 回週報で報
本日は以下１１名、大勢の方々にお越しいただきました

●国際ロータリー第2570地区
パストガバナー  水村 雅啓 様［入間RC］

第1グループガバナー補佐  田村宏 様［川越 RC］

奉仕プロジ クト統 委員会 統 委員   五十幡和彦 様［ 田さくらRC］

社会奉仕委員会 統 委員     様［新座こぶしRC］

社会奉仕委員会 地域社会奉仕委員会 委員   齊藤大祐 様［鶴ヶ島RC］

社会奉仕委員会 地域社会奉仕委員会 副委員   吉原正洋 様[ さつきRC]

社会奉仕委員会 地域社会奉仕委員会 委員   宏  様[鶴ヶ島RC]

社会奉仕委員会 アイバンク委員会 委員     様[川越RC]

社会奉仕委員会 ブライダル委員会 委員    幹  様[東松山むさしRC]

社会奉仕委員会 ブライダル委員会 委員  友田雅明 様[ さつきRC]

●高崎シンフォニーロータリークラブ
副SAA    様 【司法書士】

４．食事
５．幹事報告 幹事 植松巌君 ・ 田 君

●配布物 本日より配布を始めるものはありません。

●各卓閲覧 ・メルボルン国際大会 コーデ ネーターより 「メルボルン国際大会 瀰 のご瀰 のお願い」

・［印刷版］週報15号 （［WEB版］週報のQRコード付き）  ※ 印刷版：受付にあり

・地区ローターアクト 炵「ウクライナ烯 チャリ ー 炝会」 ９．新会員卓話 プログラム委員会委員 泉純平君
●回覧（1部） クラブ 会変点、ガバナー月  等

６．委員会報告 ● 山 委員会委員  中 子君   ロータリー 記 学会 表 おめでとうございます

１０．点鐘 会  桂川修一君

週間出席者

89898989

「私の会社について」 
●株式会社ショーワテクノ 代表取締役  松本武志君 

公共イメージ委員会

・ 村久 子君

・桂川修一君 ・桂川修一君

2,570地区社会福祉統括委員会、委員の皆様
をお迎えして大変嬉しく思います。

国際ロータリー第2570地区の皆様をお迎えし
て

本週報は下記ＱＲコードをかざしデータで閲覧できます

11月1 日、烌、 村久 （ さえ）の
には高崎RCの皆様にご会葬賜りまして誠にあ
りがとうございます

47 前（ 87 前？）の今日生まれました！

高崎ロータリークラブ

国際ロータリー第2570地区の水村雅啓 直前
ガバナー様はじめ多数の地区役員の皆様の御
来訪を歓迎します

第１８回功労者メジャードナー 第８回功労者マルチプル
田中久夫 君  君

ニコニコ

～みんなの声～

・田中久夫君

 実は1月1日元旦生まれ
だという松本君。交通誘

・ ・ 炤
を う会社を んでい

ます。簡単な自己紹介と
松本君の会社の
等、お話しいただきまし
た。

その他
RI第2570地区社会奉仕委員会研修会ご一行　高崎シンフォニーRC・泉省平様　植松巌　桂川修一　北村久美子　田
中久夫
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高崎ロータリークラブ基金

高見澤隆　林義行　糸井丈之

トランプターンベリーアイルサコース（スコットランド）

2022 2023
　アイルサ・クレイグ
島と白亜の灯台が
見える美しいアイル
サコース。
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例会日／毎週月曜日 12:10 ～ 13:10 幹事／植松巌　SAA ／ 小林政夫
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１８   会
２０２２ １２ １２日（ ） １２ １０  テルグラン ー高崎  会 幹事  松

地区御一 様と記
本日の寄付額（円）

本日の寄付額（円）

48000

8000

本日までの寄付 額（円）

822,000

本日までの寄付 額（円）

87,000

瀼額に対する

35.74% 2,300,000円

本  高崎ロータリークラブ 寄付 瀼

在籍年数表彰 高橋琢　紋谷直幸

週間出席率総員  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

佐藤弘之　服部敏雄　広瀬雅美

週報 №16

29.00%300,000円

誕生日祝 天田朝憲　樋田康行　吉田吉太郎

結婚記念日 ならびにサンク
スファミリーデー

小河原義光　高橋琢　田中栄司

瀼額に対する

本 ニコニコボックス寄付 瀼



★その他の報告

 たくさんの会員と会員家族で大賑わい。
クリスマス 会スタートです！

  の会 ンタ！
  日87 のお 生日！ 田パスト会 の
乾杯あいさつ

 色々と段取りありがとうございました。
親睦委員

 みなさん上機嫌でカンパイ！
 ボーリング大会優勝！佐藤栄一君。おめ
でとうございます！

 高瀬君、素敵な歌声で盛り上げてくれま
した！イイネ！

 楽しい時間をありがとうございました。
めのご 声は灮 パスト会

当クラブHP
目指せ登録100％

マイロータリーはこちら

  三役のご紹介！

（瀯は群馬大 ウクライナ 対 室 、飯島睦美 様）

 Adelina Torubara（アデリナ トルバラ）さん。ウクライナ国籍
1 4 生まれ。群馬大  研究員（大 ンターにおいて日本
化研究に従事しているそうです）今後ともよろしくお願いします。

（ から）会 、 君／ 会 、 崎 治君／ 会 、
吾君／幹事、三村治君

はこのメンバーで して きます。よろしくお願いします。

（編集後記）海釣りを初体験。冬の東京湾は乗合船のアジ釣り。
心配したのは釣果（50匹の入れ食い状態）よりも船酔いだ。新婚

の イ、海水 の灐で ーチに を げる ど酔い すい
自 が海釣りなど自 烕と思ったが、誘ってくれた薬剤師に
めと貰ったクスリが凄すぎた。その名は「アネロン」。出航から
帰航まで7時間酔い知らずだった。薬剤師いわく「俺は絶対に酔
わない」との い 炯（自己 ）も大事なんだとか。今 は
の 。「俺は絶対に れる」との自己 のもと、海に山にと
新しいことにどんどんチャレンジしてみたい。（ぺー）

 親睦委員会コーラス隊も？？

当クラブで支援することが決まったウクライナの学生さんにも
プレゼントをお渡ししました！

  山記 生  芸
さんへもプレゼント！

 クリスマス会の司会は親睦委員会、小宮
一君

群馬、高崎が生んだ伝説のロックバンド、ＢＯＯＷＹ（ボウイ）のボーカ
ル、氷室京介さんをリスペクトし、氷室さんに似せた？パフォーマンスで
地元高崎を中心にご活躍中のちょとぽっちゃりのモノマネ芸人。その歌唱

と みなトークで会 を盛り上げていただきました。

アトラクションゲスト じぐろ京介 さん

 11 29日、 R （高崎R 高崎勾R 高崎 ントラルR ）での 会 に イ リン をし いただいたウクライナの
アレクサンドラ（ALEKSANDRA HORBULOVA）さんからお礼のメールを頂きましたのでご紹介します！

　By all means　 I’d like to express my gratitude for rotary club’s sincere support for Ukraine and also for giving me an
opportunity to play classical music in front of a wonderful audience.

　(翻訳）ロータリークラブの皆様からウクライナへの温かい想いそしてご支援と、演奏する貴重な機会を与えてくださったこ
とに、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。　　  アレクサンドラ

 お子様も気に入ったプレゼントもらえた
でしょうか？！

２０２２ １２ １９日（ ） １８ ００点鐘  テルグラン ー高崎

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。
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１９   会（クリスマス 会）


