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本日の例会 次回の例会（7月 15 日）

第１回　クラブフォーラム
テーマ「創立30周年を迎えて」

「内容を録音したデータが事務局にあります」

「アテンダンス表彰者発表」

卓 話

理事会報告

1．6 月末に遡り粂田会員の退会が承認された。

2．今後の例会については 8 月より通常例会の予定

と報告された。

※一部抜粋新旧会長挨拶

2019-2020 出席委員長 河合　洋会員

7 月 8 日　第 1348 回例会 2020 年 7 月 8 日発行（No.1294）

7 月 1 日　第 1347 回例会報告

「ハンマータッチ」井田直前会長から松岡新会長へ

「新旧会長挨拶」

井田　吉則 直前会長
松岡　　浩 新会長

会長報告

1．星野会員が「ポール・ハリス・ソサエティ」に

認証されました。

ポール・ハリス・ソサエティとは、年次寄付な

ど財団が認証した補助金プロジェクトへ毎年

1,000 ドル以上寄付をする、というものです。

また、飯塚会員が「マルチプル・ポールハリス・

フェロー」並びに「第 1 回　米山功労者」とな

られました。

星野大記会員
ポール・ハリス・

ソサエティ認証」

飯塚貞子会員
「マルチプル・ポールハリス
・フェロー」並びに

「第 1回米山功労者」



ニコニコＢＯＸ

＊松岡　浩会員、篠﨑陽一会員

コロナで大変な時ですが、一年間応援よろしくお

願いします。

＊栗原浩之会員

障害者支援につながる胡蝶蘭のチラシを配布させ

て頂きました。是非PRにお力添えをお願いします。

＊古関伸一会員

井田前会長、飯塚前幹事、一年間有難うございま

した。松岡会長、篠﨑幹事、よろしくお願い致し

ます。

＊加藤利雄会員

井田さん、飯塚さん、ご苦労さまでした。松岡さん、

篠﨑さん、よろしくお願いします。

＊小出　豊会員

井田会長、飯塚幹事、１年間ありがとうございま

した。松岡会長、篠﨑幹事よろしくお願いします。

妻の誕生祝ありがとうございます。

＊清水卓治会員

皆様、今年もよろしくお願い致します。

＊澤部利藏会員

2019-2020 井田会長、飯塚幹事、大変お疲れ様で

した。

2020-2021 松岡会長、篠﨑幹事、宜しくお願い致

します。

＊松下和正会員

松岡丸の出航に幸あれ！

＊齋藤陽彦会員

再開、新年度おめでとうございます。

＊服部浩美会員

井田会長、飯塚幹事、大変な時期お疲れ様でした。

松岡さん、篠﨑さん、新しいスタートを切りまし

た。頑張って下さい。よろしく、皆さん元気でニ

コニコ !!

＊東京本郷ロータリークラブ有志一同

本年度も宜しくお願い致します。

＊飯塚貞子会員

井田年度での一年間、大変お世話になりました。

幹事として、無事ゴールを迎えられたことを、会

員の皆様へ心より感謝申し上げます。

＊林　一好会員

家内の誕生日祝い、ありがとうございます。

＊星　真人会員

誕生日のお祝い有難うございます。

＊三浦謙吾会員

誕生日祝い、ありがとうございます。
出　　席

会員数：49名　出席数：32名　欠席数：7名

出席免除者数：4名　特別措置出席免除者数：6名

出席率：82.05％

2 月 5 日修正後出席率：85.71％

クラブゲスト：金　玄郁君（元米山奨学生）

幹事報告

1．今年度は新型コロナウイルス拡大防止のため、分

区 並びに 地区のスケジュールで開催中止や開

催時期が例年と異なる行事がありますので、お

知らせ致します。

先ず、中止について 10 月に開催予定でした「北

分区ゴルフ予選会」並びに「北分区インターシ

ティミーティング」は中止となりました。

また、例年 2月に開催されていました「地区大会」

は 4月 7日（水）～ 8日（木）会場：ホテルニュー

オータニでの開催となります。

その他の予定は、会員名簿、事業計画書に掲載さ

れている「行事予定表」をご覧下さい。

2．2015-2016 年度の熊本・大分地震への義援金に対

する支援報告書が届いております。

また、前年度開催された「沖縄・地区大会」が

沖縄の月刊誌「オキナワクラブ」に掲載され地

区大会実行委員長より寄贈いただきました。

3．今年度、例会の出欠を確認するメールを送信し

ております。

出欠を取ることによって、ソーシャルディスタ

ンスの確保やホテルへの負担軽減、食事の無駄

を出さずに済むことになりますので、今後もご

協力の程お願い致します。

4．7 月以降の事務局勤務形態について、今月も時差

出勤を継続し 10：30 ～ 16：30 勤務といたします。

2．野生司ガバナーより、地区へ出向される方へ委

嘱状と地区名簿が届いておりますので、発表さ

せていただきます。

・地区立法案検討委員会　　委員　河合  洋会員

・地区社会奉仕委員会　　　委員　松下和正会員

・地区ローターアクト委員会　委員　田上睦深会員

・地区青少年交換委員会　　委員　飯塚貞子会員

・地区職場・就業体験委員会　委員　熊井　寛会員

・地区補助金委員会　　　委員長　星野大記会員

以上 6名です。一年間宜しくお願い致します。

3．本日、元米山奨学生　金　玄郁さんがいらして

います。

3 月に米山奨学期間を終了され、卓話と記念品贈

呈を行うことができませんでした。遅くなりま

したが、本日、記念品をお渡しいたしたいと思

います。

ニコニコＢＯＸ	 62,380 円

累　　計	 62,380 円



（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243 号	★】

2020 年 6 月 12 日発行

【今月のトピックス】

・奨学生からのＦＡＱ	－コロナ禍の中で－

・博士号取得状況

・寄付金速報　－今年度は 30 日着金分まで－

・学友によるマスク支援	第 2報

・2021 年台北国際大会に参加しましょう！

《今月のピックアップ記事》

学友によるマスク支援	第2報

★第 2770 地区★

第 2770 地区（埼玉県南東部）米山学友会が 5 月

24 日、県内にある 2 箇所の高齢者福祉施設へマスク

を寄贈しました。

「介護施設などコロナの最前線で働く方々に対し

て、米山学友会として何かできないだろうか？」と

の思いから、この企画がスタート。海外在住者を含

む同学友会会員から寄せられた寄付金を原資に、春

日部市および越谷市の高齢者福祉施設へ計 10,500

枚のマスクを寄贈しました。

同施設には毎年、地区米山奨学委員会の指導のも

と、現役奨学生と学友会が慰問奉仕活動をしていま

す。

★第 2760 地区★

第 2760 地区（愛知県）でも 5月 21 日、米山奨学生・

学友会と地区米山委員会が共同で、要介護高齢者の

介護医療院など 5 つの施設へ計 5,000 枚のマスクを

寄贈しました。

「コロナウイルスに負けず、少しでも皆さんの励

みになれたらとの思いを込めました」と、会長の林

チョンさんは語ってくださいました。

▼全文は、こちらよりご覧ください。 

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

highlight243_pdf.pdf
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2020-2021 年度より会員夫人・夫君のお誕生
日祝いをホテルメトロポリタンエドモント・レス
トラン利用券に変更いたしました。ホテルでのお
食事をお楽しみ下さい。

「環境の保全」が新しい重点分野に

ロータリーweb「ニュース・特別記事」より

（https://www.rotary.org/）

ロータリー財団管理委員会と国際ロータリー理事

会は、「環境の保全」という新たな重点分野を追加

しました。

過去 5 年間、財団のグローバル補助金では、1800

万ドル以上が環境に関連したプロジェクトに充てら

れてきました。環境を支援する別個の重点分野を設

立することで、ロータリアンが世界中の地域社会で

好ましい変化をもたらし、より大きなインパクトを

生み出す一助となります。

環境の保全は、ロータリーの 7 つ目の重点分野と

なり、グローバル補助金によって実施される奉仕活

動のカテゴリーとなります。そのほかのカテゴリー

は、平和構築と紛争予防、疾病予防と治療、水と衛生、

母子の健康、基本的教育と識字率向上、地域社会の

経済発展です。

プロジェクトのための補助金申請は、2021 年 7 月

1 日から受付を開始します。この新たな重点分野に

おけるグローバル補助金を支えるため、ロータリア

ンやその他の方々からの寄付や誓約を今後募ってい

くこととなります。この新しい重点分野に関する詳

しい情報は、近日中に公開されます。

以上

「特別措置出席規定の免除について」

ＲＩ理事会は 4 月の会合で、新型コロナウイルス

の世界的流行を受け、「ウイルス流行のため出席を

希望しないいかなるロータリー参加者に対しても、

直接顔をあわせる会合や行事への出席が義務付けら

れないものとする」という一般的原則に同意しまし

た。

当クラブでは、既に 7 月の例会から運用開始させ

ていただいておりますとおり、「特別措置出席規定

の免除の届け出」をご提出していただくことにより

例会出席義務が免除されます。

当該届け出を提出せずに例会をお休みした場合

は、欠席扱いとなってしまいますのでご注意くださ

い。ＲＩの一般原則が上述のとおりであっても、自

動的に出席義務が免除されることにはなりませんの

で、お手数お掛けして恐縮ではございますが、「特

別措置出席規定の免除の届け出」をご提出ください

ますようご協力お願いいたします。　　　　　以上

※申請書はクラブ事務局あります。


