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会長の日

２０１３－２０１４年度 RIテーマ

「ロータリーを実践し、

みんなに豊かな人生を」
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題字 秋葉猛 君

立見会長の健康法のお話がありました。立見会長
は、朝食は摂らないそうです。そのかわり、お手製
の青汁を飲んでいるそうです。そして、立見会長
の健康に対するこだわり、思いが語られました。
皆さんもそれぞれ、健康には気を付けていらっ
しゃると思います。平均寿命が伸びても、健康で
ないと喜びも半減です。元気に長生きしましょう。

能「砧」 下平克弘君

９月２５日、観世能楽堂（東京 渋谷）に於いて、
当クラブの下平克弘君が 能「砧」を舞います。
この「砧」は、世阿弥晩年の秀作とされる演目で
す。下平君からは、今回の演目に対する強い意気
込みが語られました。

立見会長

能「砧」パンフレット

下平克弘君
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原高崎商工会議所会頭 来訪

去る、８月２８日、当クラブの名誉会員である、原
浩一郎 高崎商工会議所会頭が来訪されました。

原 高崎商工会議所会頭

この度、大西 勉君（朝日税理士法人 税理士・社
会保険労務士）が入会されました。益々、奉仕の活
動を活発に、社会に貢献していきましょう。

大西勉君 入会

大西勉君

井田君 大西君

理事会報告

第第第第２２２２回回回回 ２０１３年８月８日（水） １７：５０～１８：３０

於：高崎ビューホテル

【【【【出席者出席者出席者出席者】】】】立見壽士、梅山哲、豊泉洋一、竹中隆、

内藤賢治、高橋正和、室賀康志、

横田貞一、堤謙治

9月4日 ９月１１日

和食 和食

小鉢
うな重
肝吸い
香の物

小鉢
天丼

野菜サラダ
味噌汁

KcalKcalKcalKcal 805Kcal805Kcal805Kcal805Kcal

９月２５日 １０月２日

中華 洋食

松茸入り茶碗蒸し
紋甲烏賊の辛し炒め

細切り牛肉と野菜の炒め
白菜入りフカヒレスープ

白飯

海の幸のサラダ
かぼちゃのｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ
ビーフトロガノフ

ライス
コーヒー

926Kcal926Kcal926Kcal926Kcal 1.324Kcal1.324Kcal1.324Kcal1.324Kcal

１０月９日 １０月３０日

和食 中華

小鉢
秋刀魚の姿焼き

小煮物
ご飯
味噌汁
香の物

麻婆餡かけ御飯
もやしの和え物
中華スープ

683Kcal683Kcal683Kcal683Kcal 648Kcal648Kcal648Kcal648Kcal

【【【【ごごごご注意注意注意注意】】】】 ※副菜等は変更になることがあります。
【【【【おおおお願願願願いいいい】】】】 ※食事のムダは、費用の点だけでなく、

ロータリーの精神にも反すると思いま
す。少しでもロスをなくすために、出
席予定の確認にご協力をお願いしま
す。

※お召し上がりになりたいもの、お勧め
のメニューなどがありましたら、幹事
にお申し付け下さい。できる限り、ご希
望に添えるよう努力させていただき
ます。

定例会お食事メニュー



会員数 ６９名

出席会員数 ４０名

当日出席率 ６２．５０％

メイクアップ会員数 ６名

前々回出席率 ４６．６７％

【【【【出席報告出席報告出席報告出席報告】】】】

次回例会予告

２０１３年９月１１日（水） 新会員卓話 須郷弘会員
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２１９０回例会報告 2013年８月８日（木）例会

【【【【ごごごご来訪者来訪者来訪者来訪者】】】】

高崎商工会議所 会頭 原 浩一郎 様
米山記念奨学生 王 越 さん

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】

●ガバナー月信８月号回覧
●各ロータリークラブより例会変更のお知らせ

【【【【委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告】】】】 ・ＳＡＡ－ニコニコボックス

◆高崎商工会議所 会頭 原 浩一郎様
◆立見 壽士 君
「大西さんの入会を祝します」

◆井田 三義 君
「大西先生の入会を祝して」

◆宮﨑 洋 君
「大西さんのご入会を祝して」

◆竹中 隆 君
「大西さんの入会を歓迎して」

◆横山 祐次 君 「原会頭を歓迎して」
◆島津 文弘 君
「さやもーる「あすなろ」で、私の北小恩師の
工藤彊次郎先生の油絵の個展を私の企画で
開催できました。１０日までです。
３７作品が飾られてます」

ニコニコBOX お楽しみBOX

本日の合計金額 ５、０００円 ４、３０８円

累計金額 １６２、０００円 １８、１９８円

会員数 ７０名

出席会員数 ４５名

当日出席率 ６８．１８％

メイクアップ会員数 ４名

前々回出席率 ７１．８８％

【【【【出席報告出席報告出席報告出席報告】】】】

２１９２回例会報告 2013年８月２８日（水）例会

【【【【ごごごご来訪者来訪者来訪者来訪者】】】】

高崎商工会議所 会頭 原 浩一郎 様
高崎経済大学 洞口 翔弥 さん

【【【【委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告】】】】 ・ＳＡＡ－ニコニコボックス
◆内藤 良治 君

２１９１回例会報告 2013年８月２４日（土）例会

会員数 ６９名

出席会員数 ２６名

当日出席率 ４２．６２％

メイクアップ会員数 １０名

前々回出席率 ４６．６７％

【【【【出席報告出席報告出席報告出席報告】】】】

高崎東ＲＣとの合同親睦夜間例会
（観音山万灯会）

◆梅山 哲 君 「お誕生日祝」
◆井上 智太 君 「お誕生日祝」
◆堤 謙治 君 「ラッキー賞」

７月２７日（土） 神楽坂祭り
◆立見壽士君 梅山哲君 豊泉洋一君
大井田健一君 鎌形義雄君 島津文弘君
髙橋正和君 竹中隆君 滝沢政吉君
平田稔君 増村隆一君 宮﨑洋君
横田貞一君 岡住貞宏君
「神楽坂祭りに行ってきました」

◆高崎南ＲＣ 釜萢 敏 君
「神楽坂祭りを祝して」

【事案】

１．「書家 金澤翔子 少林山達磨寺展」

協賛の件 → 承認
２．「ストリートチルドレン芸術祭チャリ
ティーカレンダー」協賛の件 → 却下

３．「平成２５年度公益財団法人群馬県暴力
追放運動推進センター」
賛助会費納入の件 → 却下
４．地区大会登録の件
→ 会員全員に案内

５．地区大会「ロータリーモメント寄稿」
「友愛の広場出店」の件
・「ロータリーモメント」
→ 竹中会員、岡住会員に依頼

・「友愛の広場出店」
→ 関﨑会員、遠藤会員、増村会員、

宮﨑会員に検討して頂く
６．その他


