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本日の例会 次回の例会（11 月 5 日）

ビュッフェ例会
and ショートスピーチ

北分区合同例会・
インターシティミーティング

＊ 11 月 7 日は北分区例会・IMへ移動例会と
なります。 点鐘：16：00　会場：上野精養軒

「スポーツこぼれ話」

事務総長

日本バスケットボール協会（JBA）

田中　道博　様
紹介者　清水卓治会員

卓 話

10 月 17 日　第 1294 回例会報告

「内容を録音したデータが事務局にあります」

卓話をされる田中道博様

持ち回り理事会報告

「スタートアップ RYLA」プログラムに星野大記会員

／司法書士法人星野合同事務所の従業員古澤佑一氏

より申込みがあり、古澤氏をクラブから推薦し、選

ばれた際は受講料をクラブ負担とすることが承認さ

れた。

幹事報告

1．10 月 16 日（火）沖縄にて「五大奉仕委員会」並

びに「沖縄分区 IM」が行われ、松岡会員、澤部

会員が出席しました。

2．来週 24 日は、池上本門寺への職場訪問 ･ 移動例

会となります。

池上本門寺へ 12 時集合、点鐘 12：30、終了予定

は 15：00 です。

最終確認とスケジュールが事務局からメール配

信されますので、ご確認をお願いします。

尚、移動例会となっていますので、欠席の方は

メークアップをお願いします。

会長報告

1．10 月 24 日は「世界ポリオデー」でありポリオ撲

滅活動に注目を集める良い機会です。

地区より「世界ポリオデー」やポリオ撲滅活動

に関する情報をクラブ内で共有して下さい、と

の連絡がありましたので、ご紹介させていただ

きます。

テーブルに同様の資料を配布しましたのでご覧

下さい。

出 席

会員数：48 名　出席免除者：4名　出席数：32 名

欠席数：12 名　出席率：72.73％

10 月 3 日修正後出席率：82.22％

クラブゲスト：田中道博様（卓話講師）



10月 15日（月）に第2580地区北分区ゴルフ予選

会が清澄ゴルフ倶楽部で開催されました。

我らが精鋭7名（加藤、鈴木、小出、星野、篠崎、三浦、

櫟本）が参加し、13クラブ中３位となりまして決勝

進出することができました。

決勝は11月 14日（水）に武蔵カントリークラブ豊

岡コースで開催されます。

皆様、応援のほどよろしくお願い致します。

郷友会　櫟本

（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース

【★ ハイライト よねやま223 号 ★】

2018 年 10 月 12 日発行

：：今月のトピックス：： 

・台湾米山学友会から災害義援金が届きました

・よねやま親善大使の紹介ＤＶＤが完成

・寄付金速報 - 米山月間へのご協力をお願いします -

・「紺綬褒章」の公益団体認定を受けました 

・4年目を迎えた山の小学校支援　- 上海 -

・交流を通じて深める“実感と理解”- 第2590地区 -

《今月のピックアップ記事》

台湾米山学友会から災害義援金が届きました

9 月上旬、日本列島は台風 21 号と北海道胆振東部

地震に相次いで見舞われ、各被災地のインフラは大

きな打撃を受けました。

台湾米山学友会では 9 月 8 日の役員会にて、全会

一致で募金活動を決定。約3週間で28万6,500元（約

105 万円）を集めました。この義援金は、当会を経

由して、第 2660 地区と第 2510 地区に送られる予定

です。

同学友会の呉憲璋理事長は「今回の台風と地震に

よる被害に我々は皆、大変驚き、直ちに募金を開始

しました。台湾米山会一同、一日も早い被災地の再

建と復興を心より祈っております」とのメッセージ

を寄せてくれました。 

▼全文は、こちらよりご覧ください。 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/

highlight223_pdf.pdf
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本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 1 名	 10,000 円
米山特別寄付	 0 名	 0 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ 37,000 円

累　　計 419,435 円

ニコニコＢＯＸ

＊加藤、小出、篠崎、鈴木、櫟本、星野、三浦会員

北分区ゴルフ予選会団体戦で３位入賞を自祝。11

月 14 日の 2580 地区本選で少し頑張ります。

＊櫟本健夫会員

一昨日の 2580 地区北分区ゴルフ予選会では団体

３位になり、東京本郷 RC が決勝進出することに

なりました。おめでとうございます。決勝は 11

月 14 日（水）です。みなさま奮ってのご参加お

願いします。個人的には 75 で回らさせて頂きベ

ストグロス賞を頂きました。また、個人戦ネット

でも 108 名の参加の中で準優勝となりました。

＊近藤博隆会員

妻のバースディーお祝いいただき、ありがとうご

ざいます。おかげで気がついたのでホームパー

ティーを策する気になりました。

＊本郷　滋会員

メキシコ、ラスベガス、サンフランシスコと周っ

て来ました。なかなか忙しい旅でした。

＊鈴木嘉男会員

妻の誕生日及び私共の結婚記念日をお祝いいただ

き、ありがとうございます。

＊木村敬道会員

誕生日祝い、ありがとうございます。



山路会長　挨拶 卓話をする菅野日彰会員

今半での昼食

見事なお庭をバックに

境内見学

「職場訪問（池上本門寺）」へ
移動例会

集 合：12：00
点 鐘：12：30

卓 話

10 月 24 日　第 1295 回例会報告

出 席

会員数：48 名　出席免除者：0名　出席数：31 名

欠席数：17 名　出席率：64.53％

10 月 10 日修正後出席率：88.64％

ヴィジター：1名

ｶﾑﾋﾟﾗｰ・ｱｲﾗﾀﾞｰさん（元米山奨学生）

池上本門寺職場訪問報告

職業奉仕委員長  井田吉則

1．10 月 24 日の例会は、菅野日影会員が住職を務め

る池上本門寺において職場訪問を兼ねて移動例

会という形で行いました。当日は、晴天のもと

34 名の会員らのメンバーが参加しました。

2．今回は、点鐘・例会の後に菅野会員に卓話をし

ていただきました。ご苦労された菅野会員自身

の生い立ちや日蓮大聖人についての法話に参加

者全員、大変感銘を受けました。

卓話の終了後には、池上本門寺の境内地内にあ

る「今半」で昼食をとりましたが、綺麗な庭園

を眺めながら、美味しい料理に舌鼓を打ちました。

昼食後は、希望者による寺院内の見学会を行いま

したが、境内地の広さに大変驚くとともに、同

寺の由緒ある歴史を学ぶことができました。こ

うして、当日は大変有意義な一時を過ごすこと

ができました。

3．池上本門寺での移動例会、職場訪問は大成功で

終えることができましたが、これも偏に会員の

メンバーのご協力と菅野会員及び同寺のスタッ

フの皆様の真心こもった献身的なご尽力による

ものであり、ここに改めて深く感謝申し上げる

次第です。ありがとうございました。

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

元米山奨学生アイちゃんも参加してくれました。


