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「私の留学生活と
ロータリーの奨学制度の意義」
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様

亮介会員

た事に対するお礼状が届きましたので、お知らせ
いたします。
当日は 13,000 人弱の入場者があり、出店した
東北の名店の中には完売したところもあり大盛況
だったようです。

「米山奨学生になって」
ダオ ･ フォーン ･ アイン

浩道

さん

浩之会員

「内容を録音したテープが事務局にあります」

卓話をする米山奨学生 ダオ・フォーン・アインさん

会長報 告
1． 東京浅草中央ロータリークラブ 藤掛会長並び
に伊石幹事より、10 月 12 日～ 13 日に行われた「復
興市」が天候にもめぐまれ、無事開催が出来まし

幹事報告
1．この度、服部会長がロータリー財団寄付 ベネ
ファクターの認証を受けられました。
国際ロータリーより、認証状と記章が届いてお
りますので、お渡しいたしたいと思います。
2．国際ロータリーより、来年 6 月 1 日～ 4 日の日
程で開催されるシドニー国際大会情報が届きまし
た。第 1 回目の登録締切日は 12 月 15 日となります。
それ以降は登録料が高くなりますので、早期登録
をご検討下さい。
尚、シドニー国際大会の最新情報は R I のホー
ムページに掲載されており、都度更新されますの
で、是非ご覧下さい。ホームページアドレスは週
報へ掲載いたしました。
3．以前、お知らせいたしました「会津の里にこら
んしょ！プロジェクト」ですが、11 月 30 日まで
期間延長の連絡がありました。詳細のご案内を各
テーブルへ配布いたしましたので、ご覧下さい。
4．地区ローターアクト代表より 11 月 23 日（土）
に行われる「山手線ツアー」のご案内」をいただ
きました。毎年行われている山手線を利用し、ロー
タリアン、ローターアクトでゲームを行い、親睦
と交流を深める催しです。

＊近藤博隆会員
妻の誕生日を本年も元気に迎えられ、きれいなお
花をいただき、ありがとうございました。
＊粂田孝之会員
孫の七五三のよろこびに感謝して。
＊長久保スミ子会員
小林さん、日本オープン、小林正則プロ優勝おめ
でとうございます。よかったですね !!
出
席
＊鈴木嘉男会員
妻の誕生日と私共の結婚記念日をお祝いいただ
会員数：54 名 欠席出席免除者：7 名 出席数：42 名
き、ありがとうございます。
欠席数：5 名 出席率：89.36％
＊靏岡秀郎会員
10 月 2 日修正後出席率：91.49％
小林さんおめでとうございます。甥御さんの小林
クラブゲスト：ﾀﾞｵ ･ ﾌｫｰﾝ ･ ｱｲﾝさん
プロ、日本オープン優勝すごいですね。
（米山奨学生・卓話者）
＊松原一雄会員
結婚祝っていただき、ありがとうございます。
＊塙 弘道会員
第１回目の華友会を開催できました。小林謙之さ
んも参加してくれました。
＊魚崎亮一会員
①結婚祝いをいただき、ありがとうございます。
②小林さん ! ! 正則さんの日本オープン優勝おめ
でとうございます。
＊小出 豊会員
小林さんおめでとうございます。小林正則プロジャ
パンオープン優勝です。
＊服部浩美会員
前例会は 26 号台風の為、例会は臨時休会させて
頂きました。皆様、ご理解ありがとうございまし
た。今週後半は同じく台風 27、28 号同時に来て
ベネファクター表彰 服部浩美会員
います。お気をつけて !! 大島で被災された皆様、
お見舞い申し上げます。
＊米倉伸三会員
千代田の秋まつりが、11 月 2、3、4 日で開催され
ニコニコＢＯＸ
ます。カレーグランプリも好評です。是非神保町
におこし下さい。
＊本間正巳会員
誕生祝いありがとうございます。66 歳になりまし ＊新里時夫会員
結婚記念日祝いを有難うございます。また昨晩は
た。精神年齢、肉体年齢は 50 代を維持しており
親父の 93 歳の誕生日で平川で大変おいしく食事
ます。小林さん、甥御さん（小林プロ）日本オー
をさせて頂きました。
プン優勝おめでとうございます。
＊伊藤 守会員
＊松岡 浩会員
会社の寿命 30 年と同じ、結婚生活 30 年を何とか
10 月 2 日の例会後の打ち合わせにご出席ください
迎えることができました。これからは１年１年決
まして、ありがとうございました。残金をニコニ
算を乗り切るために努力します。
コに入れます。
＊小野澤亮介会員
＊松岡 浩会員
結婚記念日のお祝い有難うございました。
櫟本さん、おめでとうございました。本間さん、
＊澤部利蔵会員
ありがとうございました。残金をニコニコに入れ
須山さん、プロに勝ったという噂を耳にしました。
ます。
おめでとうございます。小林さん、甥御さんの優
＊大住省一会員
勝おめでとうございます。
そうだ京都へ行こうのポスターを見て日曜日急に
南禅寺天綬庵に紅葉見物に出かけたのですが、ま
ニコニコＢＯＸ
86,100 円
だ早すぎました。
累
計
641,725 円
＊小林佳俊会員
私の甥小林正則が日本オープンゴルフの試合で小
田選手を制して 10 アンダーで優勝する事ができ
ました。
詳しいご説明は、各テーブルに配布しましたご
案内をご覧下さい。
5．20 日（日）米山奨学生学友会主催による、米山
奨学生並びに O B またロータリアンとの交流・親
睦を深めることを目的とした「筑波宇宙センター
へのピクニック」が開催され、米山奨学生 ダオ
さんが出席されました。

