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★司会 松下 和喜 SAA
★点鐘 山﨑美津夫 会長
★ロータリーソング「笑顔のつどい」
ソングリーダー 野口四郎 会員
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山﨑美津夫 会長

1. 米山奨学生・学友レクリエーション中止のお知らせ
例年8、9月に開催していた行事ですが、コロナの感
染が拡大している状況を鑑みの決断です。
2. 例会場のコロナ対策としてパーテーションの設置が
整いました。例会場での対策に加え皆様にも基本と
なる「手洗い」「マスクの着用含む咳エチケット」を心
がけしていただくよう改めてお願い致します。
3. 世界各国のロータリーでの新型コロナウィルスに対
する支援活動をご紹介します。
【MyRotaryより】
新型コロナウイルスの猛威により世界に不安と困難な状況
が広がる中、ロータリー会員と参加者たちが画期的な方法
で支援し、離れていても手を差し伸べる方法があることを示
しています。奉仕と行動を大切にするロータリー会員は、地
域社会で率先してプロジェクトを立ち上げ、支援を必要と
する人びとへの援助を行っています。しかし、多くの地域で
生活が急変しており、保健専門家らは、人びとが互いの距
離を空け、感染力の強いこのウイルスの拡大防止のために
必要であれば自己隔離することを呼びかけています。
「疾病の予防と治療」はロータリーの主な活動分野の一つ
です。これまでも会員は、適切な手洗いや感染予防法につ
いて啓発活動を行い、医療従事者への研修や医療機器を
提供してきました。現在は、各地の保健当局による新型コロ
ナウイルス情報の周知を援助し、パンデミック（世界的大流
行）によって多大な負担を強いられている医療施設や病院
に防護用品を寄贈するといった活動を行って
います。現在までに、以下のようなさまざまな
方法で会員が地域社会を支援しています。
詳しい記事をマイロータリーよりご覧ください。
https://my.rotary.org/ja/
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1. 例会変更案内
2. 9月2日（水）点鐘12：30富津シティＲＣへ会長・幹事
の他4名で表敬訪問に行って参ります。
3. 第２期会費請求を今月末に発送いたしますのでご
確認のほどよろしくお願い致します。
4. 9月例会案内を今週メール及びＦＡＸいたします。
お食事の手配の関係がありますので必ず出欠をお
知らせ下さい。
5. 青少年交換(YE)に関するアンケートについて皆様
に御協力お願い致します。
6.ガバナー月信（轟ガバナー年度）最終号を配布い
たしますのでご覧になってください。
7.事務局にてzoomによるテストミーティングを開催し
ました。参加いただいた皆様有難うございました。
＊近隣ＲＣからのお知らせ
○ありません
＊週 報 を送 っ てく だ さった ＲＣ
〇ありません

今 後 の 予 定
◎8月27日（木）「会員卓話」山本栄次会員
◎9月 3日（木）「クラブフォーラム全体会議」
◎9月10日（木）「会員卓話」
※卓話者は追ってご連絡いたします

委 員 会 報 告
〇ありません

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ
本日卓話

望月幹仁 副幹事

◆安本会員
内田様、本日の卓話楽しみにしています。
◆小山会員
内田会員、本日の卓話宜しくお願い致します。
熱中症には気を付けましょう。
こまめに水分補給をしましょう。
◆山本会員
夏バテしています。
内田さん、本日の卓話楽しみです。
◆小枝会員
内田さん、卓話よろしく。期待しています。
◆河口会員
内田さん、本日の卓話楽しみです。
宜しくお願い致します。
◆轟会員
1. Zoomミーティング予行テスト参加者及び齋藤幹事
ご苦労様でした。
2. 4年振りの夏休み1ケ月間、体力とメンテナンスに
励みました。
◆鈴木会員
過日のZoom会議、齋藤幹事ホスト役お疲れさでした。
良い会議でした。
轟PG昨日の青少年交換会議お疲れ様でした。
◆本間会員
新型コロナ対策でマスクが欠かせませんが熱中症に
かかる方も増えています。
連日の酷暑、皆様もお気をつけください。
◆増田(洋)会員
暑い日が続きています。
こまめな水分補給で熱中症予防を心がけましょう！
◆山﨑会員
皆様、お久し振りです。
今はコロナだけではなく熱中症にも気を付けてください。
内田さん、本日の卓話楽しみにしています。

◆ハイライトよねやま Vol.2４５◆ ８月１４日発行
寄付⾦速報 2020-21 年度のスタートは？

2020-21 年度の寄付金は 2 億 2,600 万円、前年度と
比べ 約 460 万 円 の 減少 （普通寄付金:4.1％減、
特別寄付金:3.5％増）となりました。前年との比較で
は減少となったものの、7 月単月の寄付額を直近
10年間の平均と比較すると、特別寄付金は最高額、
普通寄付金でも 550 万円ほど多い結果となっていま
す。新型コロナウイルス感染症が再拡大する中である
にもかかわらず、皆様の今までと変わらぬご支援に心
より厚く御礼申し上げます。
今年度も引き続きご支援賜りますよう宜しくお願いい
たします。
カンボジアの子どもたちに読書習慣を

第 2750 地区（東京都）米山学友会では今年 2月、
カンボジアの子どもたちに本を読む習慣を身に付け
てほしいと、ミニ図書館や文房具、また、サッカーボー
ルなどスポーツ用品を小学校へ寄贈する奉仕活動を
行いました。首都プノンペンから車で 1 時間ほど離れ
た村にある Sdau Kanlaeng 小学校。70 年以上の歴史
があり、幼稚園生から小学校 6 年生までの約 900 人
が通っています。校舎が老朽化し、子どもたちは午前
と午後の二部交替制で学ぶことを余儀なくされていま
す。2 月 14 日、学友会を代表してカンボジアに向
かった陳瑶直前会長（2012-14／四日市東ＲＣ）は、
「コロナのため寄贈式の延期も考えたが、子どもたち
の期待にどうしても応えたかった。暗いニュースが多
なか、少しでも心が温まる報告ができて嬉しい。
ロータリアンや学友会の皆さんへ子どもたちの笑顔を
届けたい」と、語ってくださいました。なお、同学友会
では同月、中国湖北省の総合病院へ防護服 100 着
と医療用マスク 1,000 枚のほか、義援金を届ける活
動もしています。
2021学年度奨学⽣の募集開始

本日のニコニコ

10,000円

累計金額 132,000円

本 日 の 卓 話
本 日 の 卓 話
演 題 『新型コロナウィルスに関連した
感染症の現状と対策』

内田秀彰 会員

来年 4 月採用の新規奨学生募集が始まりました。
各地区の米山記念奨学委員会が選定し、当会選考・
学務委員会と常務理事会の承認を経た指定校は、全
国で 576 校（前年度 558 校）。指定校からの被推薦
者数は 1,894 人（同 1,821 人）で、この中から新規奨
学生約 630 人が選ばれます。
今回、初指校は 10 校。また、5 地区が例会に通える
範囲の地区外の大学を指定。大学・大学院以外を対
象とする地区奨励奨学金は、13 地区（同 15 地区）
32 校（同 33 校）となりました。
各地区委員会では毎年、大学説明会や担当者との
懇談を行い、事業の目的に適う多様な人材を採用し
ようと努力しています。当会からは 8 月7 日に、全指
定校に宛ててメールで通知しました。指定校からの応
募締切は例年通り、10 月 15日となります。
※指定校一覧、募集要項・申込書式は、当会ホーム
ページにて公開しています。

クラブ会報担当：宮本欣淳委員長

