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本日の卓話 次回の例会（11 月 28 日）

ビュッフェ例会
and ショートスピーチ

「内容を録音したデータが事務局にあります」

理事会報告

1．会員身分について星真人氏の再入会が全員一致

で承認された。

「Life is a Challenge!」

「第 2580 地区職場体験・
就業体験委員会：現状とお願い」

　

～人から必要とされ、期待に応え続けること～

地区職場・就業体験委員長

松原　良香　様

澤部　利藏　様

紹介者　相本秀次郎会員

卓 話

11 月 14 日　第 1298 回例会報告

卓話をされる松原良香様

会長報告

1．先東京本郷 RC がスポンサークラブとなり、星野

会員が推薦する星野合同事務所古澤佑一氏を「第

１回 RYLA セミナー」受講生に申し込んでおりま

したところ、厳正な選考の結果、古澤氏が受講

生として決定をしたと連絡がありましたので報

告いたします。

尚、来週 21 日に例会に古澤氏がお越しいただけ

るとのことですので、ご挨拶をいただきたいと

思います。

2．2017-2018 年度会計報告について熊井会計より

説明を受け問題が無いかそれぞれが確認し問    

題が無ければ次回承認する

3．IM 実行委員会編成については小出ガバナー補佐

エレクト・本郷分区幹事エレクト・渡辺委員長・

会長・幹事に一任された。

4．忘年家族会について米倉担当理事より説明を受

け承認された。本年はクリスマス家族会とする

ことも承認された。

5．意義ある奉仕賞については継続審議とする。

6．米山梅吉記念館 50 周年事業の募金については廣

瀬担当理事と募金方法について打ち合わせる。

7．2019 年度規定審議会立法案集については河合委

員に一任し例会にて説明して頂くこととした。

8．地区大会における各クラブ奉仕活動のパネル展

示について大住理事に一任した。



12 月分　他クラブ情報
―休会―

12 月 21 日（金） 東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC

24 日（月） 東京池袋西 RC

25 日（火） 東京北 RC、東京板橋 RC、

 東京あすか RC、東京後楽 RC、

 東京東江戸川 RC、東京臨海東 RC

26 日（水） 東京王子 RC、東京浅草中央 RC

27 日（木） 東京池袋 RC、東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC、

 東京ベイ RC、東京江戸川中央 RC

28 日（金） 東京小石川RC、東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC、

 東京城北 RC

31 日（月） 東京池袋西 RC、東京上野 RC

―夜間例会に変更―

12 月 3 日（月） 東京城東 RC

4 日（火） 東京臨海東 RC

10 日（月） 東京浅草 RC

13 日（木） 東京ベイ RC

17 日（月） 東京池袋西 RC、東京上野 RC

18 日（火） 東京北 RC、東京板橋 RC、

 東京あすか RC、東京後楽 RC

19 日（水） 東京王子 RC、東京浅草中央 RC

20 日（木） 東京池袋 RC、東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC

21 日（金） 東京小石川 RC、東京城北 RC

―移動例会に変更―

12 月 6 日（木） 東京江戸川中央 RC

 （11/1 夜間 ･クリスマス家族会）

10 日（月） 東京城東 RC（夜間・親睦家族会）

11 日（火） 東京後楽 RC

 （親子ふれあいコンサートに振替）

以上

（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224号★】

2018 年 11 月 13 日発行

：：今月のトピックス：： 

・2019学年度奨学金申し込み状況

・大学とロータリーとの交流を-第2580地区-

・寄付金速報-米山月間のご支援に感謝いたします-

・ホームカミングで来日！学友が地区大会スピーチ

・田中作次奨学金-ミャンマー米山学友会-

▼全文は、こちらよりご覧ください。 

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

highlight224_pdf.pdf

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 1 名	 20,000 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 10,000 円

累　　計 459,435 円

ニコニコＢＯＸ

＊山田幸秀会員

誕生日祝い、ありがとうございます。本日、早退

させていただきます。

＊松下和正会員

出なくてはならない会合があり早退します。すい

ません。

＊本郷　滋会員

無事、眼の手術が終わり、目薬 3 本でしたが、眼

圧が上がり、目薬が 6になりました。本日の卓話、

松原さん、菊川さん、よろしくお願いします。

＊深澤壽一会員

11/9　51 回目の結婚記念日を迎えることが出来ま

した。

11/7　夫婦同伴で警視総監賞を受賞しました。今

後ともよろしく。

出 席

会員数：48 名　出席免除者：3名　出席数：30 名

欠席数：17 名　出席率：63.83％

10 月 31 日修正後出席率：80.43％

クラブゲスト：松原良香様（卓話講師）

菊川裕美子様（卓話同行者）

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

幹事報告

1．テーブルに配布いたしました「ガバナー月信 11

月号 4 ページに掲載の「2019 年決議審議会の決

議案募集」の締め切りが 12 月 14 日となってお

ります。

提案のある方は幹事までお申し出下さい。

2．2019 年 2 月 3 日神戸にて開催される「第 11 回

RYLA 研究会」のご案内を回覧いたします。関

心があるロータリアンどなたでも参加できます。

登録の際は、クラブ事務局へご連絡下さい。

3．11 月 16 日（金）ガバナー補佐エレクト研修会が

あり、小出会員が出席されます。

また、同日に 2019-20 年度地区五大奉仕委員長

会が開催され、松下会員が出席されます。


