
1.本日は創立２７周年記念例会で特別メニューを用意

 いたしましたので、ささやかながらお祝いしたいと思

　 います。

2.１月３１日付、入会申込みがありました野口雅俊様に

 ついては１週間が経過しましたので、正式な手続き

 進めて参りたいと思います。宜しくお願い致します。
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20１９～２０年度 ＲＩテーマ

副会長

山﨑美津夫

幹事

河口武生

会長 

福嶋安行
2019-2020年度 RI会長

マーク・ダニエル・マローニー

★司会　望月幹仁 SAA
点鐘　福嶋安行 会長★
ロータリーソング「我らの生業」★

　ソングリーダー　 瀧口幹子 会員

〇ありません

1. 例会変更のお知らせ

2.理事会議事録を配布いたします。

①次年度地区補助金申請の件

②児童養護施設「すまいる」職業体験とランチビュ

 フェの会4月18日（土）実施の件。

③4月は奉仕事業として「少年野球春季大会」「盲導

　 犬募金活動」が予定されています。

　 土、日と実施日が重なる成る為、盲導犬募金活動

 は5月に延期する事で了承された。

④ご家族グルメ会、3月19日（木）実施について。

　 ヒューリックみなとみらい17階、「横浜モノリス」

 フランス料理店で開催。

　 費用：会員13,000円、ご家族5.000円

⑤盲導犬募金活動実施日変更の件（4月→5月）

⑥川崎中央少年野球連盟、春季大会開催の件。

 4/11（土）4/12（日）

　協賛金50,000円を贈呈する事が承認されました。

⑦2020学年度ロータリー米山奨学世話クラブ依頼

　 要望の件。

　 2590地区より上記の依頼が届いて居ます。

　 新奨学生名：ハータムファンさん

 国籍：ベトナム

 性別：男性

 年齢：32才

   奨学金支給期間：2020.4.1～2021.9.30(1.5年）

〇ありません

◎2月20日（木）「会員卓話」  小枝義夫会員

◎2月27日（木）「会員卓話」
　　　　　　　　　　  山本栄次会員・ 野口四郎会員

◎3月  5日（木）「会員卓話」
　　　　　　　　　　  増田敏雄会員・西尾　 猛会員　 

　　　　　　

＊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
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ゲ  ス  ト  紹  介

ビ ジ タ ー 紹  介

福嶋安行　会長 

河口武生　幹事幹　事　報　告

　

〇ありません

〇ありません

会　長　報　告 福嶋安行　会長

轟　淳次

〇山﨑美津夫　戦略計画委員長

  クラブ運営に関するアンケートへの協力依頼の件

　（回答期限：2月27日まで）

　

　 



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 山﨑美津夫 副幹事

◆ 宮本会員
 27周年おめでとうございます。 
◆野口会員
 松中様、本日の卓話どんなお話ですか？
◆鈴木会員
 27周年おめでとうございます。 
 振り返ればあっという間ですね。
　 松中さん、本日の卓話楽しみにしております。
◆山本会員
 松中さん、本日のお話何かな？
 望月さん、西尾さん、宮本さん日曜日の麻雀 楽しみにし て
 います。よろしく。
◆松中会員
 つたない話をさせいただきます。風邪に気を付けましょう。  
◆小山会員
 創立27周年の記念卓話、松中会員宜しくお願い致します。
◆小枝会員
 今日は27周年記念例会ですね。松中さん卓話よろしく。
 お願いします。
◆中條会員
  当クラブ創立27周年おめでとうございます。
 松中様卓話楽しみにしております。
◆秦会員
   マリーンＲＣ27周年です。我ながらよく続いたと思います。
 今日の卓話の松中さん、宜しくお願い致します。
◆轟会員
 体調不良の為、難儀をしております。
◆増田(敏)会員
 齋藤会員とタイ・ラオスを周遊し、今朝戻って参りました。
 通常のゴルフに加え、バンコク稲門会やラオスの書記官
 と の 会食もあり盛沢山のツアーとなりました。感謝♡
◆福嶋会員
  妻の誕生日祝いに素敵な胡蝶蘭をが届きました。
 大変喜ん でおります。クラブの皆様に宜しくとのことです。 
◆河口会員
 松中さん、本日の卓話楽しみです。
◆山﨑会員
 先ほどケータイを水に落としてしまいました。
 この後ソフトバン クにいってきます。
 松中さん、卓話楽しみにしています。

本 日 の 卓 話

会員卓話　『自分史』

　

　　

 

本日のニコニコ     24,000円

　　　累計金額   700,000円

松中秀司 会員

本 日 の 卓 話

クラブ会報担当：小峰則明委員長
写真撮影：増田敏雄会員

◆ハイライトよねやま Vol.239◆      2月14日発行

寄付⾦速報 ― １月の寄付は好調 ―

上海米山学友会の支援活動と総会

米山学友が新クラブを設⽴

新型コロナウイルスについて

1 月までの寄付金は、前年同期と比べて1.4％減（普通寄
付金:0.3％減、特別寄付金:2.0％減）、約 1,500 万円の
減少となりました。また、直近 5 年間の同期平均額と比較
すると約 600 万円の減少です。ただし、1 月のみの単月
寄付額は、直近 5 年間の平均よりも約 400万円増加して
おり、下期のスタートは順調な滑り出しとなりました。
1 月は普通寄付金（クラブで決定した金額×会員数分を
お送りいただく定期寄付）の下期分送金が主となり、1 月
末までに全クラブの 75％にあたる 1,694 クラブからご納
入いただきました。今後ともご協力を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、上海米山学友会
では会員から寄せられた義援金をもとに、相次いで支援
活動を展開しています。まず 1 月 25 日には、N99 型マ
スクを武漢協和病院へ寄贈。つづいて 27日には、学友
のつてで協力者を得て、次亜塩素酸消毒薬 1 トンを湖
北省の 2 つの施設へ寄贈しました。28 日には、日本製
医療用マスクを購入し、湖北省の 3 病院へ送りました。
このほか、倉敷ＲＣおよび徳島ＲＣから支援の打診を受
け、中国国内で現状不足している物資や、支援を待っ
ている病院を紹介するなど、日本からの支援の橋渡しも
行っています。上海を拠点とする学友たちにも新型コロ
ナウイルス対策で仕事への影響が出ていますが、焦徳
思 ショウトクシ会長（2000-02／伊丹昆陽池ＲＣ）は、「ど
んなに忙しくても対応します。日本のロータリアンからの
温かい気持ちがありがたい」と、話しています。また、同
学友会は 1 月 11 日（土）に上海市内で総会を開催し、
学友 49 人をはじめとする計 63 人が参加。日本からは、
齋藤直美理事長と、第 2750 地区米山奨学委員長の澤
田尚史氏ご夫妻が参加しました。総会では、2019 年度
の学友会活動や会員数、収支状況が報告され、学友会
へ貢献した 5 人が表彰されました。　　　　　　　　　　　　　

国際ロータリー第 3650 地区（韓国・ソウル）で、新クラブ
「ソウルブーストコリアＲＣ」が誕生し、昨年 12 月 20 日、
ソウル市内ホテルにおいて加盟認証状伝達式が開催さ
れました。当日は、創立会員を含む約 90 人が参加し、
新クラブの門出を華々しく祝いました。ソウルブーストコリ
アＲＣの初代会長は、現在、韓国米山学友会会長を務め
る全炳台 ジョンビョンテさん（1980-83,91／仙台北ＲＣ）
です。もともとロータリアンであった全さんが中心となって
声を掛け、中小企業経営者、大学教授、弁護士、建築家
医師、芸術家など、さまざまな職業のメンバー32 人が創
立会員となりました。その中には米山学友の金守基キム
スウキさん（1989-91／大阪西南ＲＣ）も含まれています。
全会長はクラブについて、「韓国の最優秀ロータリークラ
ブに成長させたい。また、米山学友をたくさん会員に迎え
入れて、日本との交流を活発に展開したい」と，抱負を語
っています。

中国・湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスに
よる肺炎の感染が拡大しています。当会では 1月29日
本年度の米山奨学生に宛てた注意喚起をホームペー
ジに掲載するとともにメールで同内容を配信し、正確
な情報の確認と感染拡大を防ぐための注意を呼びか
けました。また、旧正月を母国で過ごすためにすでに
中国に一時帰国している奨学生や、今後の中国への
出国届が出ている奨学生にも直接、あるいは世話クラ
ブを通じて状況を確認しています。「故郷の村の移動
制限により動けない」、「日本へのフライトがキャンセル
になり、いつ戻れるか見通しが立たない」など、現地で
足止めされている奨学生からの報告も入っており、影
響の長期化も懸念されます。2 月 13 日には、湖北省
に続いて、浙江省に滞在した外国人の入国拒否が始
まるなど、本件をめぐる日本の状況も刻々と変化して
います。当会では今後も情報収集に務め、地区と連携
して、必要な対策を検討してまいります。


