
★司会　西尾　猛 SAA
点鐘　三野公一 会長★
ロータリーソング★

「君が代」「奉仕の理想」
 ソングリーダー　 山﨑美津夫 会員

〇ありません

1.南一朗会員入会式

  10年振りに当クラブに戻って

　きてくださり会員一同大変嬉

  しく思っております。

　ぜひロータリーライフを楽しん

　でいただき､末永く宜しくお願

　いいたします。

2.ロータリー国際大会（ドイツ・ハンブルグ）を終え
　無事の帰国おかえりなさい。
3.6/16(日)第49回ローターアクト研修協議会・
　 卒会式を開催　場所：キャメロットジャパンにて
　 参加メンバー：三野会長、齋藤会員、河口会員
4.6/18(火)新・旧会長幹事会を開催
　 場所：ダイス「煌蘭」18：00～
　 参加メンバー：三野会長・林幹事、
　 次年度福嶋会長、次年度 河口幹事
5.その他
①6/16（日）水辺の楽校「３校合同干潟観察会」
②6/27（木）第３回 地区大会実行委員会　15：00～
③本日例会後に新旧理事会開催いたします

■山﨑美津夫　親睦活動担当委員
   一泊移動例会について

1.例会変更のお知らせ

〇ありません

◎6月16日（木）「期末一泊移動例会」
 場所：ｴｸｼﾌﾞ湯河原
◎6月20日（木）「会員卓話」　増田敏雄会員
◎6月27日（木）「委員長・三役退任挨拶」
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＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

今 後 の 予 定

委 員 会 報 告 
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会　長　報　告 三野公一 会長

ゲ  ス  ト  紹  介 三野公一 会長 

〇ありません

林　伸彦　幹事幹　事　報　告

　

〇ロータリー米山奨学生
　 アナック アグン ケント アリット
　 
 　就活中のケントくんから
　 嬉しいご報告がありました。

南 一朗 会員 

2019年 6月 6日入会

南工業有限会社

機械設備工事

■松中秀司 雑誌担当員
　   ＳＤＧsとは？世界を変えるための17の目標について
　      ＳＤＧsの取組みを進めましょう。

雑誌「ロータリーの友」vol.67 No.6 掲載記事紹介
【横ページ】　
　p.3   RI会長メッセージ
　p.16 2019年規定審議会報告
　　　　 4月14日～18日アメリカイリノイ州で2019年規定審
 議会が開催された。
　p.20 米山梅吉は本年誕生151年を迎えました。
　p.23 米山記念創立50周年事業ご寄付のお願い
【縦ページ】
　ｐ.4 サッカーで見る世界観　横浜FC会長奥寺康彦
  プロスポーツとアマチュアスポーツの違い
　p.6 クラブを訪ねて　RID第2620地区　長泉ＲＣ  
 「いさかひもなき」世を望んだ梅吉さんの風韻を
 守る後輩たち

　 　　     ご入会　

 おめでとうございます 

 



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 内田秀彰　副会長

◆野口会員
  ニコニコの目標額が不足が生じています。
 目標達成の為に 皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
 移動例会の際にも集めたいと思っています。
◆南会員
 また、よろしくお願いします。
◆増田(敏)会員
  南さん、お帰りなさい。
 中條さん、宮本さん、本日の卓話楽しみです。
◆山﨑会員
  世界大会ご参加の皆様、ご苦労様でした。
 宮本さん、中條さん、卓話楽しみにしています。
 南さん、これからよろしくお願いします。
◆轟会員
　  ２週間ぶりの例会参加になります。
 ハンブルグの世界大会ご出席の皆様、お疲れ様。
◆西尾会員
    南さん、入会おめでとうございます。
 今後もよろしくお願いします。
◆伊藤(秀)会員
   中條さん、宮本さん、本日の卓話宜しくお願いします。
◆秦会員
 ドイツハンブルグ国際大会に参加された会員の皆様、
 お疲れ様でした。
 楽しかった話など聞かせてください。
◆山本会員
 本日の卓話大変に楽しみにしております。
 次週の移動例会には参加出来ず申し訳ありません。
◆福嶋会員
 ロータリー世界大会参加の皆様、お疲れ様でした。
◆小山会員
 中條さん、宮本さん、卓話楽しみです。
 国際大会御参加の皆様、お疲れ様でした。
◆中條会員
 本日、宮本様と共に卓話です。宜しくお願い致します。
◆河口会員
 1.南さん、入会有難うございます。
 2.中條さん、宮本さん、本日の卓話楽しみです。
◆増田(洋)会員
 妻の誕生日に素敵なお花を贈っていただき 有難う
　 ございます。
◆三野会員
 やっと本日で私の会長年度が１ケ月を切ることとなりました。
 また、南一朗さんに入会していただき今年２名となります。
 残り１ケ月宜しくお願いします。

本 日 の 卓 話

演題　『会員卓話』

　　
 中條藝立　会員

　　
 

宮本欣淳　会員

　　
 

本日のニコニコ　　    26,000円

　　　累計金額 　    835,500円

　　

クラブ会報担当：増田敏雄委員長

6 月 12 日、全国から理事 29 人、監事 3 人および小沢一彦
名誉理事長が出席し、第 22 回理事会が開催されました。齋藤
直美理事長の進行の下、主な議案として、2019学年度奨学生
採用の件、業務委託規程・覚書の件、2020学年度奨学生採用
数と募集要項の件、2019年度事業計画案・収支予算案などが
審議されました。継続審議となった業務委託規程・覚書の件を
除いて、その他の議案は原案通り承認され、2020学年度の奨
学生採用数は、前年度比 10 人（枠）増の 860 人（枠）とするこ
となどが決定しました。
昨年 8月の理事会で「議案以外のことについても意見交換して、
理事会を活性化させたい」との意見を頂いたことから、議事終
了後は、「“学友”としての意識付けをいかに図るか」など、40分
にわたり、活発な意見交換が行われました。

韓国米山学友会が 5 月 18 日、毎年恒例の「帰国米山学友歓
迎会」を開催しました。この会は、今年韓国へ帰国した元米山
奨学生を歓迎する会で、今回は帰国・新規学友5 人を含む 25 
人が参加しました。また、当日は、同学友会が支援する日本人
奨学生 3 人（梨花女子大学 通訳翻訳大学院 2 人、東国大学 
仏教大学院 1 人）も参加し、全員の前で奨学金が授与されまし
た。この奨学金は 2016年、米山学友たちの恩返しの気持ち、
そして、日韓の懸け橋となる若者を支援したいとの考えから設
立され、同学友会ではこれまでに累計11 人の日本人を支援し
ています。

5 月までの寄付金は前年同期と比べて 3.0％減（普通寄付金
:0.3％増、特別寄付金:4.5％減）、約 3,910 万円の減少となりま
した。5 月単月の特別寄付金が前年度と比較して 1,570 万円
減少したため、前年同期比の累計額も先月に比べて減少幅が
大きくなっています。2018-19 年度も残り約半月です。
普通寄付金上期・下期ともにまだご送金されていないクラブは、
6月28日（金）までに当会の銀行口座に入金記帳されるようお
送りください。引き続き、今年度も最後までご支援賜りますようよ
ろしくお願い申し上げます。

◆ハイライトよねやま Vol.23１◆

理事会開催報告 ― 2020学年度は 860 人採用 

帰国学友歓迎会＆日本人奨学⾦ -韓国米山学友会-

寄付⾦速報 -今年度の送⾦はお早めに -


