
1. 7/28「ためになる魅力あるロータリーセミナ」に出席

　 いたしました。

2. 他地区被災地支援への義援金協力のお願い

 熊本県を襲った集中豪雨は各所で球磨川の氾濫

 や土砂災害を引き起こし、岐阜・長野まで広範囲を

 襲い被災地域が拡大してます。 

 次週、義援金BOXを設置いたしますのでご協力の

 ほど宜しくお願い申し上げます。
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〇ありません

1. 本日、例会後に理事会を開催いたします。

2.8/24(月)15：00～17：00 ｿｼｱ21

  オンライン（ZOOM）会議を行います。

 瀧口奉仕プロジェクト委員長、齋藤幹事に御出席

 をお願いいたします。

〇 川崎西ＲＣ
　  8/14(金)　休会（定款休会）
〇 川崎中原ＲＣ
  8/20(木)　早朝例会　⇒昼例会に変更
     ホテル精養軒
〇 川崎北ＲＣ
  8/ 5 (水)　休会（取り消し）
  8/14(水) 休会（祝日週）
  8/19(水) 休会（取り消し）
  9/ 2 (水) 休会（取り消し）
　  9/ 9 (水) 休会（取り消し）
  9/16(水) ガバナー補佐を迎えてクラブ協議会
  9/23(水) 休会（祝日週）
  9/30(水) ガバナー公式訪問
〇川崎大師ＲＣ
  8/12(水) 休会（祝日週）
〇川崎中央ＲＣ
  8/10(月) 休会（祝日山の日）
  8/31(月) 休会（定款細則により）
  9/21(月) 休会（祝日敬老の日）

◎8月  6日（木）夜間例会⇒昼例会に変更

　 「Ｒ財団について」林　伸彦会員

◎8月13日（木）休会（定款細則による）

◎8月20日（木） 「会員卓話」内田秀彰会員

　　　

〇福嶋安行 直前会長

　　次々年度会長選出について （会長ノミニー）

　  立候補による満場一致で御幡幸男会員に

　　決定しました。

　　　　　　

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

今 後 の 予 定

齋藤保則　幹事幹　事　報　告

川 崎 マリ ーン  ロ ータ リ  ーク ラ  ブ
例　会 毎週木曜日12:30
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＊週報を送ってくださったＲＣ



本 日 卓 話

本日のニコニコ      21,000円

　　　累計金額    154,000円

◆   野口会員
 河口さんのお話を聞くために出席しました。
◆轟会員
 我が妻に珍しい胡蝶蘭を有難うございました。
◆茶谷会員
 川崎ゴルフ練習場は年中無休になりました。
 皆様、ご来場お待ちしております。
◆島田会員
 河口さん、お世話になります。
 今日の卓話勉強させていただきます。
◆山本会員
 河口さん、本日の卓話聞けなくてとても残念です。
◆小枝会員
 河口増強委員長、卓話宜しくお願いします。
 会員増強大会防止に向けて一年間頑張りましょう。
◆小山会員
 河口委員長、会員増強と会員維持の秘訣をご教授
 お願い 致します。
◆福嶋会員
 河口会員の卓話楽しみにしております。
 頑張れ委員長！
◆秦会員
 今日の卓話は河口会員ですね。ダジャレもあって
  楽しみ ですが、題が難しいから無理だネ。
◆安本会員
 河口会員増強大会防止委員長様、本日のお話
 楽しみに しています。
◆松中会員
 河口委員長、卓話のほど宜しくお願いいたします。
 もうそろそろ梅雨明けしてもいいですね。
◆増田(敏)会員
 河口会員増強大会防止委員長、本日の卓話楽しみに
 しています。耳を大きくして聞かせていただきます。
◆河口会員
 本日は卓話者です。宜しくお願いします。
◆鈴木会員
 次月に轟年度最後のマンスリーレターが出ます。
 皆様、是⾮ご覧ください。
◆増田（洋）会員
 新型コロナウィルス感染拡大が止まりません。
 皆様、更なるご注意をなさをなさってください。
◆山﨑会員
 今朝の緊急地震速報は大変びっくりしました。
 皆さん、日頃から気を付けてください。 
 河口会員増強退会防止委員長、卓話楽しみに
　 しています。

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 御幡幸男 副会長

クラブ会報担当：宮本欣淳委員長

本 日 の 卓 話

演題　『白 雲 自 在』　

　　
 

会員増強大会防止委員長

河 口 武 生 
　　
 

（卓話資料は別紙にて）

2019-20 年度の寄付金は約 13 億 3,600 万円でした。新型コ
ロナウイルスの影響により 2 月から寄付が徐々に減少し始め、
最終的に前年度比 5.3％減（普通寄付金:1.3％減、特別寄付
金:7.1％減）、約 7,500 万円の減少となりました。2019 年度予
算は 13 億 7 千万円で見積りましたが、予算達成とはなりませ
んでした。このような苦しい状況にも関わらず、皆さまからいた
だいたご支援に心より御礼申し上げます。今年度も引き続き、
ご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
個人平均寄付額 TOP３ 【全国平均：15,055 円】
1位：第2590 地区 27,190 円 ２位：第2660地区 26,378 円
３位：第2770 地区 25,592 円
前年度比伸び率 TOP３
１位：第2630 地区 111.5% ２位：第2600地区 108.2%
３位：第2660 地区 105.9% 

米山学友を中心に設立された東京米山友愛ＲＣと、その子クラ
ブである東京米山ロータリーＥクラブ 2750 が「医療物資支援プ
ロジェクト」を実施しました。このプロジェクトはメディカルマスク、
感染症防止キット（防護服と靴カバー）、医療用ゴーグルを市
場価格より安価に提供するもので、ロータリー関係者に広く呼
びかけたところ、全国のロータリアン個人のほか、10 地区 41 ク
ラブなど約 100 件の申し込みがありました。購入者からは「お
かげで地元の医療機関に寄贈することができた」、「まとまった
数の医療物資を手に入れるのが大変だったので助かった」な
ど、感謝の声が寄せられています。
この活動により、東京米山友愛ＲＣはガバナー賞、東京米山
ロータリーＥクラブ 2750 はガバナー特別賞をそれぞれ受賞。
また、国際ロータリーからは世界で活躍する COVID-19 の活
動の一つとして取り上げられ、実行委員の朴貞子さん（世話ク
ラブ：岸和田ＲＣ）が 2020 年ロータリーバーチャル国際大会で
活動を紹介しました。4 月に創立 10 周年を迎えた東京米山
友愛ＲＣは、新型コロナウイルスのため記念式典や奉仕活動の
中止を余儀なくされました。そんな中、ロータリアンとして何か
行動したいという思いから、林芳さん（東京麻布ＲＣ）と王輝さん
（瀬戸ＲＣ）、中前 緑さんが発起人となって立ち上げたプロジェ
クト。朴さんは「オンラインでも、最高の仲間と最高の奉仕活動
ができたことを誇りに思います。米山最高！」と、コメントを寄せ
てくださいました。 

マレーシアでは 6 月 24 日から段階的に学校が再開しました。

登校する生徒にはマスク着用が義務づけられており、貧しい家

庭の経済的負担を少しでも減らしたいと、マレーシア米山学友

会では計 15,000 枚超のマスク寄贈プロジェクトを開始。
ペナンの 2 校と、ジョホールバルの 4 校へはすでに寄贈を済ませ、

今後18 日に首都クアラルンプール市外の少なくとも6 校へ寄贈予定

だということです。 

◆ハイライトよねやま Vol.244◆　　(20207.13発行)

 ⽶⼭学友中⼼のクラブが医療⽀援プロジェクト

 マレーシアの子どもへマスク⽀援

2019-20年度寄付⾦結果


