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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 内田秀彰 会員

ゲ ス ト 紹 介

山﨑美津夫

幹
会長

〇雨谷 麻世 様

ビ ジ タ ー紹 介

報

告

幹事
齋藤保則

齋藤保則 幹事

1.10月例会予定表を昨日お送りいたしましたので出欠
を確認しご連絡お願い致します。
2.10月8日はハイブリット例会を開催いたします。
例会場とオンラインで同時開催します。
よろしくお願いいたします。
3.次週9月24日の例会は定款細則による休会です。
〇ありません
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会員数

出席率
該当者

出席者

欠席者

ホームクラブ
出席率

38

34

25

9

73.53

南一朗 出席委員長
メーク
アップ

修 正
出席率

＊週 報 を送 っ てく だ さった ＲＣ
〇ありません

今 後 の 予 定

(備考)

会

事

副会長
御幡幸男

＊近隣ＲＣからのお知らせ

〇ありません

出

会長
山﨑美津夫

◎9月24日（木） 休会（祝日週による）

長

報

告

山﨑美津夫 会長

1. 第7回日台ロータリー親善会議福岡大会中止のご
報告。これまで２度に渡り開催を延期し、最終的に
2021年3月開催を目指して検討を進めてまいりまし
たが、8/24の実行委員会にて今後の見通しが立た
ず中止せざる得ないとの判断に至りました。
2. 先般、ご案内いたしました
・2020年規定審議会への制定案 および
・2021決議審議会へ決議案の提出について
提出期限を2020年10月31日まで延長することになり
ました。
3. 9月15日会長幹事会に齋藤幹事と参加いたしました。
4. その他
本日ゲストの雨谷麻世 様の公演が11月2日(月)、
ミューザ川崎シンフォニーホール
にて行われます。
～美しい地球は、私達の心の
ハーモニーから～環境チャリティ
・コンサート vol.70鎮魂の森へ捧
ぐ 〜祈りの詩〜 東日本大震災・
復興支援チャリティコンサートの
ご予約は事務局までご連絡くだ
さい。

◎10月1日（木） 「外部卓話」
川崎中原ＲＣ 徳安 久是 様
担当：松中秀司会員
◎10月8日（木） 「会員卓話」秦 明会員

委 員 会 報 告
〇 増田敏雄 米山奨学事業担当委員
10月は米山月間です。米山特別寄付について
の御協力をお願いいたします。
〇 瀧口幹子 奉仕プロジェクト委員長
9月12日（土）だいし水辺の楽校にて
「ハゼ釣り教室」が開催され、初めて参加させて
頂きました。コロナの影響で人数制限での開催
でした。参加いただいた皆様有難うございます。
〇 河口武生 会員増強大会防止担当委員
新会員のご推薦及び例会参加等、会員増強に
ついて皆様の御協力お願いいたします。
〇伊藤恒満 親睦活動担当委員
9月25日友の会ゴルフコンペを開催いたします。
表彰式をシーハーズ18：00より開催いたします。
ゴルフ参加者以外の方々も親睦を兼ね是非
ご参加ください。

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ
本日卓話

御幡幸男 副会長

◆野口会員
本日は30分たっぷり本間さんのお話を聞かせていただ
きます。
◆増田会員
｢痛みと食欲の戦い｣
抗炎鎮静剤のロキソニン、インドメタシンの連合軍と
イクラ丼が激しい戦いを繰り広げています。
昨日から痛風発作を発症しました。
◆秦会員
今日の卓話は本間賢次郎会員です。楽しみです。
◆山本会員
本間さん、本日の卓話楽しみにしております。
◆内田会員
先日、島田会員にお世話になり、有難うございました。
本間様、卓話お願いします。
◆小山会員
本間会員、本日の卓話宜しくお願い致します。
リアルなお話をお聞きしたいです。
◆松下会員
本間さんの卓話楽しみにしてます。
いつもの本間節でお願いします。
◆西尾会員
本日の卓話、本間会員宜しくお願い致します。
楽しく拝聴させてもらいますね！
◆鈴木会員
気が付くと今年で６回目の国勢調査員です。
メルカリにバックは売ってません！！
◆本間会員
今日はお世話になります。宜しくお願いします。
天気が目まぐるしく変わる毎日ですので、皆様
お気をつけてお過ごしください。
◆河口会員
本間さん、本日の卓話楽しみです。
宜しくお願い致します。

本日のニコニコ

13,000円

累計金額 203,000円

本 日 の 卓 話
演 題 『会員卓話』

本間賢次郎 会員

◆ハイライトよねやま Vol.246◆

(2020.9.14発行)

日本に入国できない奨学生のメッセージ
新型コロナウイルスの水際対策として日本が行っている外国人
の入国制限措置により、出国したまま 4 月以降も日本へ戻っ
てくることができない現役奨学生がいます。こうした奨学生は
メールやＳＮＳで世話クラブと連絡を取りながら、オンラインで
例会に参加するなど工夫をしています。母国で日本へ戻る日
を心待ちにしている奨学生たちの声を「奨学生報告書」から抜
粋して紹介します。
〇マレーシア（秋田東ＲＣ）
1カ月の予定でマレーシアに帰省しました。日本へ戻る飛行機
のチケットも取っていましたが、3月末までに 2 回もキャンセル
され、手配に奔走するうちに日本の入国制限が始まり、留学ビ
ザの有効期限も切れてしまいました。4月からはオンラインで講
義を受け、課題をしたり、論文を書くための文献を読んだりしま
した。指導教官の先生とはZoomで研究の進捗報告や相談
をしています。今日、秋田大学から在留資格認定証明書をい
ただけたので、日本大使館のビザ申請センターが開き次第、
申請しに行きます！ビザが取れたらすぐに日本に戻って、和
食を食べて、ロータリークラブの皆様に会いたいです。
〇韓国（東京新宿ＲＣ）
日本の友達が私を忘れたらどうしよう、日本にいる人たちはもう
私のことを気にしないだろう、と思った日。カウンセラーからメー
ルが来ました。定期的な連絡はしていましたが、この日のメー
ルは日本へ入国できるようになりそうだという内容でした。メー
ルを読んだ瞬間、まだ直接会ったことはないが、私が日本に帰
ることを心から待っていてくれる人がいるということに、感動し
ました。ぎこちない新しい日常に慣れていますが、こうも考えま
す。新しい日常とは、今までのすべてが変わるわけではないの
かもしれないと。人との間にある温かい真心が互いを感動させ
るという点では変わらないのだということを。
寄付⾦速報 ― １０月の米山月間に向けて ―
８月までの寄付金は前年同期と比べて 3.7％減（普通寄付金
:4.7％減、特別寄付金:2.0％減）、約1,200万円の減少となりま
した。当会へご報告いただいた７月１日現在の会員数を昨
年同期と比較すると、全国で約2,200人減少しています。
また、コロナ禍による困難な経済状況にもかかわらず、皆さまか
らご支援いただいていることに深く感謝申し上げます。
当財団は内閣府より「公益財団法人」の認定を受けているため、
当奨学会への寄付金には所得税、法人税の財政優遇が受け
られます。相続税も非課税となります。今年度もぜひ、ご協力
賜りますようよろしくお願いいたします。
今年度の米山月間資料はこちら！
１０月はいよいよ米山月間です。今年も米山月間用資料を全
国の皆さまへお届けします。毎年恒例の『豆辞典』は、米山記
念奨学事業についてほぼ網羅されている小冊子。会員数分
お送りしますので、 1 人一冊お手元にお持ちください。
また、『米山学友の群像学友会特集号』は、「ロータリーの友」
に２ 年間連載した学友会の紹介をまとめた一冊です。
そのほか「クラブ米山記念奨学
委員長の手引き（寄付マニュア
ル合併）」
「2019 年度事業報告書」「2019
年度決算報告」を送付します。
追加資料のお申し込みは、同封
の「追加資料申込書」に記載の
上、お送りください。

クラブ会報担当：宮本欣淳委員長

