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第 1384 回例会
本日の 例会（7 月 28 日）

次 回 の 卓話（8 月 4 日）

オンライン例会

オンライン例会

第 1 回クラブフォーラム

「新型コロナワクチンと接種について
経営者が知っておきたいこと」

テーマ「クラブ例会、行事等の
オンライン媒体等への開示」
「新しい例会のあり方」

㈱日本産業医支援機構
統括執行役員

佐藤

紹介者

7 月 14 日

典久

様

渡辺新吉会員

第 1383 回例会報告

オンライン例会
各委員長からの事業計画発表

出

席

会員数：48 名 出席数：24 名 欠席数：6 名
出席免除者数：4 名 特別措置出席免除者数：14 名
出席率：80.00％
6 月 30 日修正後出席率：97.62％
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会長報 告
1．2021-2022 年度 「地区献血」のご案内をお送り
しますので、参加のご検討をお願い致します。

幹事報 告
1．第 2680 地区より、「会員維持増強物語～ロータ
リアンで良かった～」の小冊子を恵贈いただき
ました。
クラブ事務局に保管してありますので、お問い
合わせ下さい。
2．来週 21 日は休会となりますので、ご留意下さい。

＊市河久和会員
誕生日祝い、ありがとうございます。区から「介
護保険被保険者証」が届きました。先輩方は、こ
れを受け取られたとき、どんな感覚でしたか？
今まさに、その感覚を味わっております。ローン
も残っているので、まだまだ現役で頑張ります（頑
張らざるを得ません）。
＊星野大記会員
誕生日祝い、家内と私で頂きました。我々が出会っ
たのが高校 1 年生の 16 歳。あれから 30 年経ち、
長女が 16 歳になりました。感慨深いです。
＊中林ゆかり会員
お誕生日お祝いありがとうございます。主人と共
に元気に誕生月を迎えられまして、嬉しく思って
おります。今後ともご指導のほど、よろしくお願
いいたします。
ニコニコＢＯＸ
累
計

5,000 円
58,000 円

ピアノ伴奏者 土谷桃子さんは、7/14 例会
が最終日でした。
スピーチをしていただく予定でしたが、オン
ライン例会となってしまったため、メッセージ
をいただきましたので、紹介いたします。
こんにちは。最後に皆様に直接ご挨拶ができ
ずとても残念です。約 1 年間、ありがとうござ
いました。昨年、9 月からの留学を断念し、思
うように動けないもどかしさや、なかなか演
奏活動ができない経験をしました。そういっ
た中でロータリークラブでの演奏、伴奏の機会
をいただけてたくさん勉強させていただきまし
た。また、この年ではなかなか足を踏み入れる
ことのできないような場所で、社会勉強もさせ
ていただきました。皆様いつも気にかけてくだ
さり、優しくしてくださってとても嬉しかった
です。私自身もいただいた優しさを周りの人に
与えられるようになりたいと思います。
オランダへの出発は 8 月 14 日に決まりまし
た。ヨーロッパでの感染者もまた増えてきてい
て不安もありますが、楽しんで勉強してきます。
また皆様に演奏を聞いていただけるように頑
張ります。それでは最後になりますが皆様お体
にお気をつけて、素敵な夏をお過ごし下さい。
土谷桃子

2020 ～ 2021年度
100％ アテンダンス表彰者
2020-21年度については、全会員をアテンダンスの対象
として表彰をいたします。
年数ピンについては、リアル例会時にメールボックスヘ配
布させていただきます。
1年

2年
3年
4年
6年
7年
8年
9年
11年
12年
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13年

（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 256 号 ★】
2021 年 7 月 13 日発行

15年

【今月のトピックス】
・2020-21 年度 寄付金結果
・学友会セミナー開催報告
・米山初の紺綬褒章受章者が誕生！
・レンタルします！ －ロゴ旗＆タスキ－
・50 周年記念誌頒布終了のお知らせ

21年

《今月のピックアップ記事》
「米山初の紺綬褒章受章者が誕生！」
国際ロータリー第 2630 地区（岐阜県・三重県）
上野 R C の丸山統正氏が 5 月 29 日、紺綬褒章を受章
しました。
7 月 6 日の同クラブ例会にて褒章伝達式が行われ、
出席した当会の水野 功副理事長から丸山氏へ褒状
が贈られました。
丸山氏は昨年 6 月、長年にわたって収集してきた
故 平山郁夫氏の版画を売却した代金の一部を当会
へご寄付いただきました。この多大なご支援により、
当会から国へ紺綬褒章の授与対象として申請し、閣
議決定を経て、このたび紺綬褒章授与が決定しまし
た。
▼全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight256_pdf.pdf

16年

22年
23年
25年
26年
27年
29年
30年
31年

100％アテンダンス（12名）
土井康嗣会員、原田睦巳会員、星 真人会員、
市河久和会員、飯田美里会員、木村敬道会員、
松田秀明会員、中西文太会員、田上睦深会員、
上田 晋会員、山田英明会員、山﨑 薫会員
100％アテンダンス（2名）
栗原浩之会員、篠﨑陽一会員
100％アテンダンス（2名）
服部浩美会員、中林ゆかり会員
100％アテンダンス（4名）
飯塚貞子会員、熊井 寛会員、三浦謙吾会員、
長久保スミ子会員
100％アテンダンス（2名）
中川了滋会員、渡辺新吉会員
100％アテンダンス（3名）
廣瀬英昭会員、星野大記会員、井田吉則会員
100％アテンダンス（1名）
山路敏之会員
100％アテンダンス（2名）
本郷 滋会員、本間正巳会員
100％アテンダンス（2名）
林 一好会員、菅野日彰会員
100％アテンダンス（2名）
松岡 浩会員、澤部利藏会員
100％アテンダンス（1名）
河合 洋会員
100％アテンダンス（1名）
齋藤陽彦会員
100％アテンダンス（1名）
相本秀次郎会員
100％アテンダンス（1名）
近藤博隆会員
100％アテンダンス（2名）
古関伸一会員、清水卓治会員
100％アテンダンス（1名）
松下和正会員
100％アテンダンス（1名）
小出 豊会員
100％アテンダンス（1名）
伊藤 守会員
100％アテンダンス（2名）
塙 弘道会員、柴山修一会員
100％アテンダンス（2名）
深澤壽一会員、鈴木嘉男会員
100％アテンダンス（1名）
加藤利雄会員
100％アテンダンス（2名）
秋本康彦会員、米倉伸三会員

「ホームクラブ100％」表彰者
古関伸一会員（2回目） 米倉伸三会員（1回目）
松岡

浩会員（1回目）

