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★司会　宮本欣淳 副SAA
点鐘　西尾  猛  副会長★
ロータリーソング★

「君が代」「奉仕の理想」
　ソングリーダー　石田　生 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

〇ありません

〇齋藤保則 奉仕プロジェクト委員長
　 12月18日（土）水辺の学校「つる編み教室」開催
 致します。
〇瀧口幹子 親睦活動委員長
 12月お誕生会

1.次週はクリスマス家族会で横浜のクラシカベイリゾ

　 ー トにて開催します。サンピアンでの例会開催は

 今年は今日で最後となります。

2.第３期会費請求書を近日中に発送いたしますの

 でよろしくお願い致します。

3.来年1月大師参拝のお護摩申込みも近日中にお

 知らせいたします。

◎1月13日（木）→11日(土)  　 新春4クラブ合同例会　

◎1月20日（木）　 外部卓話　白水ルリ子様

◎1月27日（木） 富津シティＲＣ 
 川崎大師参拝＆夜間合同例会

　　　　　　

＊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

松下和喜 幹事幹　事　報　告

ゲ  ス  ト  紹  介

　 

　西尾　猛 副会長 

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

36 34 25 9 73.53

1. 本日15：00より地区ロータリー補助金セミナーを開催

 いたします。御幡会長エレクトにご出席いただきます
 ので宜しくお願い致します。 
2. 地区大会での表彰を行います。
　・ご長寿表彰：秦　会員・松中会員・島田会員　
　・ＲＩロータリー表彰：クラブ目標25個のうち13個以上
  　　　　　　　　　　　　達成したクラブに贈られます。
　・エンドポリオ表彰：ポリオプラス基金に1500ドル以上
　　　　　　　　　　　　　 の寄付をいただいたクラブ
3.ロータリー財団メジャードナー表彰
 増田敏雄会員

4. 松下幹事がご推薦いただいた石田勝一様が第4段階
 を通過いたしました。
5. 2月7日(月)ＩＭ（インターシティミーティング）を開催
 いたします。

会　長　報　告

〇川崎南ＲＣ
　 1/11(火) 新春4クラブ合同例会
〇川崎大師ＲＣ
　 1/12(水)→1/11(火)に変更
　　　  新春4クラブ合同例会
〇川崎中央ＲＣ
　 1/11(火) 新春4クラブ合同例会

〇ありません

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

　　　 TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

E-mail :marin-rc@eagle.ocn.ne.jp
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会長 

林  伸彦
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シェカール・メータ

　西尾　猛 副会長 

　ご長寿表彰 　RIロータリー表彰 　メジャードナー表彰

ハイブリット例会

１２月のお誕生会

 

山本 栄次 会員

麦島　　建 会員

  



本 日 卓 話ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 西尾　猛 副会長 

◆増田会員

  クリスマス例会楽しみにしています。

◆小山会員

 本日はロータリー財団補助金セミナーです。

 補助金を有効活動しましょう。

◆山本会員

 今年も一年間お世話になりました。

◆小枝会員

 報告することはありませんが少しでもニコニコに協力したい

 と思います。

◆石田会員

 入会して３ケ月が経ちました。

 今後共よろしくお願い致します。

◆山﨑会員

 小山さん、昨日は雨の中妻がお世話になりました。

 来年もよろしくお願いします。

 麦島さん、本日はいろいろいただき、有難うございました。

◆安本会員

 よろしくお願いします。

◆御幡会員

　 弊社35年、創立記念日で明日社員旅行で御殿場に1泊

 してきます。

◆松下会員

 本年最後のサンピアンでの例会。皆さんたのしみましょう。

◆西尾会員

 先日、12月6日（11:10分）2518g、２人目の孫が産まれま

 した。元気で可愛い次男です。

　　　　　　　　　　　　　　　------12月9日オンライン分-----

◆轟会員

 体調は緩やかではありますが、戻りつつということろです。

　本日のニコニコ  14,000円

　ｵﾝﾗｲﾝ累計     50,000円

　　    　　 　通常累計    203,000円

本 日 の 卓 話

クラブ会報担当：小山宏明委員長

「卓話なし（フリートーク）」

　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　  

当会理事長の齋藤直美氏が、11 月 28 日にご逝去されました。
享年 84 歳でした。故・齋藤理事長は 1979 年に豊田ロータ
リークラブに入会。2016-18年度国際ロータリー理事、2010-13 
年度国際ロータリー日本青少年交換委員会理事長、2006-07 
年度第 2760 地区（愛知県）ガバナーなど、ロータリーにおい
て要職を歴任されました。当会においては 2018 年 9 月から
第七代理事長をお務めいただき、今年で 2期 2年目でした。
理事長就任後は各国の学友会を精力的に訪問したほか、新
型コロナウイルスの流行に伴い、奨学生の生活や健康を真っ
先に憂慮し、奨学会として迅速な対応と情報開示を指示する
など、本奨学事業のために心を尽くされました。ここに謹んで
哀悼の意を表し、お知らせ申し上げます。
学友会から続々と寄せられた追悼メッセージは当会でとりまと
め、斉藤病院を通じてご遺族へ届けてもらいました。なお、後
任理事長については、役員候補者指名委員会にて指名を受
けた理事長候補者を理事会に諮り、決定されます。

11 月 20 日、韓国米山学友会の総会が今年もオンラインで開
催されました。韓国国内の学友だけでなく、日本、台湾、ネ
パール、タイから、また、当会からも水野副理事長、山崎副理事
長、駒井常務理事、そして私、柚木が参加し、総勢74 人となり
ました。総会では、活躍した学友への感謝状授与、活動・会計
報告、韓国米山学友会が支援する日本人奨学生と卒業生 10 
人の近況報告、2023 年に開催される「再会 in 関東」の告知が
行われましたが、全体を通して日本人奨学生が同時通訳を行
い、日本語で配信を聞くことができました。韓国米山学友会は
今年 10 月に台湾米山学友会と友好関係を締結しており、署
名入りの覚書と締結書も披露されました。総会終了後、約 1 時
間にわたり有志参加者で意見交換が行われました。コロナ禍に
もかかわらず、学友会の活発な活動の様子が画面の向こうから
伝わってきましたし、ＩＴ技術を駆使したスムースな進行に感服
しきりでした。 （事務局長 柚木裕子）

11月までの寄付金は、前年同期と比べて3.0％減（普通寄付金 
:1.1％減、特別寄付金:3.9%減）、約 2,100 万円の減少となりま
した。未だ前年同期よりも減少のまま推移していますが、先月ま
での寄付累計額から比較すると 1千万円ほど減少幅が縮まり、
少しずつではありますが、寄付状況も好転しているように感じら
れます。12 月 30 日までに当会口座に着金した特別寄付金に
ついては、来年 1 月末日までに各クラブ宛に確定申告用領収
証を発送します。年内お早目にご送金下さいますようよろしくお
願いいたします。  

第 2820 地区（茨城県）をホストとする RotaryTEAM JAPAN の
呼び掛けにより、9 月 12 日、世界のロータリアンがそれぞれの
国や地域で、市民の方々とともに海岸や河川の清掃を一斉に
行う一大イベント、「ロータリー地球環境保全プロジェクト」が行
われました。しかしこの時、緊急事態宣言下にあった第2820 
地区では、12 日当日は環境保全をテーマとするオンラインパ
ネルディスカッションを行いました。パネリストには、米山学友 5 
人が登場し、モンゴル・ベトナム・中国・韓国・ケニア、それぞれ
の国での環境問題と保全に向けた取り組みについて発表しま
した。そして、本来であれば 9 月 12 日に行われる予定であっ
た海岸清掃は、再延期の末、11 月 3 日に開催。当日は地区
内全 58 クラブのロータリアンとともに、米山奨学生・学友が大
勢参加しました。海岸清掃に使われた軍手 2,000 双は、茨
城ロータリーＥクラブ会員となった徐佳鋭さんが奉仕として提供
したものだということです。 

◆ハイライトよねやま Vol.261◆　(2021.12.14発行)

  韓国米山学友会が2年目のZOOM総会

  付寄金速報　-送金はお早目に-

  第2820地区よる世界的プロジェクト

  米山月間の由来


