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★司会　松下　和喜 幹事
点鐘　林　 伸 彦 会長★
ロータリーソング★

　ソングリーダー　中條 藝立 会員　

委 員 会 報 告 

　出　席　報　告 内田秀彰 会員

ビ ジ タ ー 紹  介
〇ありません

〇瀧口幹子 親睦活動委員長
　・10/18新会員歓迎会を開催します。
　・10月お誕生会

1. 次週は21日は休会です。
2. 10/18（月）当クラブにご入会いただきました石田会
 員の歓迎会を開催しますので皆様ご出席ください。　

◎10月21日（木）　休会（定款細則による）　

◎10月28日（木）　地区インターアクト委員長卓話

◎11月  4日（木）　  休会（定款細則による）　

　　　　　　

＊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

小山宏明 副幹事幹　事　報　告ゲ  ス  ト  紹  介

　 

　林  伸彦 会長 

会員数

(備考)

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ
出席率
修   正

37 35 23 12 65.71

1.10/8地区ロータリー財団セミナーがリモートで行われ、

 鈴木Ｒ財団担当委員と林会長が参加いたしました。

2.2021年度米山学友会オンライン総会&座談会開催の

 ご案内

 10月30日（土）１３：００ ～オンラインZOOMにて

　 お時間のある方はご参加ください。

3. 11/11（木）3クラブ合同親睦夜間例会のご案内

　 今回はマリーンが担当クラブとなりますので参加してい

 ただけるようお願いいたします。

4. その他
・ 10月9日（土）水辺の楽校「ハゼ釣り教室と自然の話」
   を開催されました。参加いただいた皆様有難うござい
   ました。
・ 第4回理事会議事録を配布いたしましたのでご確認下
　 さい。

会　長　報　告

〇ありません

〇ありません

〇スピーカーゲスト

 ・ 神奈川県立向の岡工業高等学校　 佐部 明日香 様

 　演題「わたしの『はやらく』」

�・ 川﨑市立橘高等学校定時制　  田中 香鈴　様

 　演題は「自分ってどんな人」

（ご同行）

　・ 川崎市立高津高等学校　  矢島 好信　様

　・ 神奈川県立向の岡工業高等学校　 佐藤 基泰　様

　・ 川崎市立橘高等学校定時制　　 大川 一幸　様

川 崎 マリ ーン  ロ ータ リ  ーク ラ  ブ
例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

　　　 TEL.044-222-4416

事務局 〒210-0834 川崎市川崎区大島1-26-13-1F
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　林  伸彦 会長 

ハイブリット例会

１０月のお誕生会

 

山﨑美津夫会員

円谷　 瑛子会員

  



本 日 卓 話ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ

クラブ会報担当：小山宏明委員長
写真撮影：伊藤恒満会員

西尾　猛 副会長 

◆山本会員
 腰部脊椎間狭窄症で手術をしたが術後の経過が良
 くないため、体調が悪いです。
◆御幡会員
 息子のご祝儀いただきありがとうございます。
 やっと結婚してくれました。
◆山﨑会員
 小山さん、昨日は妻がお世話にまりました。又、
 佐部様、田中様、本日の弁論楽しみにしていました。
 よろしくお願いいたします。
◆小山会員
 定時制高校の皆様、本日はよろしくお願い致します。
◆河口会員
 定時制高校の皆様、本日はよろしくお願いいたします。
◆内田会員
 先日は愚妻に花を送っていただき有難うございます。
 今日もよろしくお願いします。
◆西尾会員
 本日は財団月間に先立ちお話させていただきます。
◆林会員
　皆様お久しぶりです。久々のリアル例会です。
◆西尾会員
 石田さん入会及び初の例会ご出席有難うございます。
 ロータリーライフをぜひ楽しんでください。

　本日のニコニコ  15,000円

　ｵﾝﾗｲﾝ累計     50,000円

　　    　　 　通常累計    122,000円

本 日 の 卓 話

　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　  

『川崎市内定時制教育振興会　学生卓話』
  1.卓話進行・趣旨説明　
　　 川崎市立高津高等学校　  教頭 矢島 好信　様
  2.弁士紹介及び弁論発表
　　・弁士紹介： 神奈川県立向の岡工業高等学校
　　　　　　　　　　 教頭　佐藤 基泰　様
　　・卓 話 者 ： 神奈川県立向の岡工業高等学校
　　　　　　　　　　 佐部 明日香 様
 　　　　　　　　　　演題「わたしの『はやらく』」
　　・弁士紹介： 県川崎市立橘高等学校定時制
　　　　　　　　　　教頭　 大川 一幸　様
　　・卓 話 者 ： 川﨑市立橘高等学校定時制
　　　　　　　　　　田中 香鈴　様
 　　　　　　　　　　演題は「自分ってどんな人」
  3.市内高等学校定時制振興会について
　　川崎市立高津高等学校　  教頭 矢島 好信　様

国際ロータリー理事会が指定したロータリーの特別月間に加え
日本独自の月間テーマとして、10月は米山月間となっていま
す。なぜ、10月なのでしょうか？1975年8月、米山梅吉翁が逝
去した 4月28日までの1週間を「米山週間」とすることが決定し
ました。ある地区ですでに行われていた強化活動を全国へ広
げ、米山奨学事業を促進することが目的でした。しかし1980年
度になると、米山週間は4月から10月1日～7日と変更されまし
た。その理由はいくつかあります。一つには「ロータリー雑誌週
間」が1978年度から 4月となり、重なってしまったこと。また、
4月では各クラブへ送付される事業報告書などの資料数字が
約1年前のものとなることや、採用されたばかりの奨学生に卓
話を依頼することに無理がある、交通機関のストライキが多い、
など現実的な支障があったためです。そして何りも、東京ＲＣに
よる米山基金から日本全地区クラブの共同事業とする決議や
合意が行われた地区大会が、いずれも10月だったこと、これが
大きな理由とされています。1983年からは週間制度が「月間」
となり、10月が米山月間として定着し、今にっています。

9月までの寄付金は前年同期と比べて7.5％減（普通寄付金
:0.3％減、特別寄付金:16.6％減）、約2,800万円の減少となりし
た。新型コロナウイルスの感染者数は8月に過去最大のピーク
を迎えました。各地で出された緊急事態宣言やまん延防等重
点措置を受け、例会が長期休会となっていたクラブも多くありま
す。この影響により、7～9月の累計額は2012年度以降で最も
低い金額となりました。10月は米山月間です。徐々にコロナに
対する警戒レベルも引き下げられ、行動制限も緩和されてまい
りました。ロータリー活動も再開されつつありますので、できる限
り奨学生との交流を増やしていただき、会員の皆さまにおかれ
ましては引き続き米山記念奨学事業へのご理解と支援をよろし
くお願いいたします。 

米山記念奨学会では動画で直感的に当事業を理解していた
だけるよう、公式YouTube チャンネルを開設し、順次新しい動
画をアップロードしています。今年度は、「クラブの国際奉仕と
米山学友」（11 分）、「TOKYO2020 でボランティアをした米山
学友」（2 分）の 2 本を新たに追加。今後も、水野 功副理事長
が語る米山記念奨学事業の解説動画など、順次公開予定で
す。ぜひチャンネル登録をお願いします。 

緊急事態宣言が解除されて2 回目の週末となる10月10日、第
2770地区（埼玉県南東）米山学友会が主催する「クリーンアッ
プウォーキング」が行われ、学友と奨学生、ロータリアンら総勢
26人が参加しました。このイベントは、コロナ禍でほとんど休眠
状態となっていた同学友会が、地域への貢献とともに、奨学生
や若い学友たちにもっとロータリーファミリーとしての体験しても
らいたいと考えた企画です。10日はその第一弾として、同地区
第 1グループの区域にあるＪＲ浦和駅から別所沼公園までおよ
そ2㎞の道中を、三人一組でゴミを拾いながら進みました。今
後も地区内第 2～12 グループで同様の活動を実施できるよう、
日程を調整中ということです。同学友会会長の金正録さん
（2011-13／大宮西ＲＣ）は、「ようやく現役奨学生との交流を深
めることができた。ゴミ拾いをした人はポイ捨てをしなくなるし、
綺麗になった道を戻りながら皆充実感でいっぱいになった。
自分の子どもも一緒に参加したが、良い体験をさせることがで
きた」と、語ってくださいました。 

◆ハイライトよねやま Vol.259◆　　(2021.10.13発行)

米山奨学会の
公式YouTubeチャンネル→

 寄付⾦速報 ー10月の米山月間に協力ください－

 動画で理解促進を ーYouTubeページのご案内 ー

 道路のゴミ拾いで再始動－2770地区学友会－

1.米山月間の由来


