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「内容を録音したデータが事務局にあります」

理事長

紫焔窯　陶芸作家

紹介者　中西文太会員

紹介者　松下和正会員

紹介者　飯塚貞子会員

第 1411 回例会 2022 年 3 月 30 日発行（No.1356）

「子どもたちを危機から救う
プロジェクト

～宮古島才能共育ツアー～」

「子どもたちと共に生きる」

創立記念例会
「経済をアート思考で

デザインする」

未来学園 HOPE 学園長

NPO 法人  子どもセンター・ピッピ

流山商工会議所　会頭
流山中央ロータリークラブ会員

梶谷　希美　様
大倉　浩　様

田口　佳子　様

本日の卓話（3月 30 日） 次回の卓話（4月 6日）

卓 話

3月 16 日　第 1410 回例会報告

卓話をされる田口佳子様

会長報告

本日は、創立記念例会でありますので、本来でし

たら乾杯でお祝いするところですが、現在、まん延

防止重点措置の期間となるため、乾杯は自粛したい

と思います。ご了承ください。

1．4 月より米山奨学生の千　宰弘さんの世話クラブ

となり、星野幹事がカウンセラーとなり、委嘱

状がとどいております。

千さんは、韓国出身・明治大学に在学中で 4 月

後半に例会に来る予定です。皆様、積極的にお

声がけをお願い致します。
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ニコニコＢＯＸ	 59,000 円

累　　計	 628,970 円

ニコニコＢＯＸ

＊田口佳子様（流山中央 RC）

本日は講演会の機会をいただきまして、ありがと

うございます。

＊飯塚貞子会員

田口様、本日の卓話を楽しみにしております。ど

うぞ宜しくお願い致します。

＊渡辺新吉会員

特別記念日のお祝い、ありがとうございます。

幹事報告

1．4 月 20 日東京上野 RC との合同例会のご案内を配

布いたしました。ご出席をお願い致します。

尚、内容は、状況によって変更の可能性がある

ことをご了承ください。

2．「第 43 回バギオ訪問交流の旅」5 月 12 日（木）

～ 5 月 15 日（日）の 3 泊 4 日のご案内が届いて

おります。お申込期限は、3 月 25 日（金）、申し

込みに関する詳細はクラブ事務局へお問い合わ

せください。

3．来週 23 日は休会となりますので、ご留意下さい。

出　　席

会員数：50名　出席数：33名　欠席数：7名

出席免除者数：3名　特別措置出席免除者数：7名

出席率：82.5％

2 月 16 日修正後出席率：70.37％

クラブゲスト：田口佳子様（卓話講師）

吉田　登様（流山中央 RC 会長）

張　久子様（紫焔窯ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

2022 年 3月 5日	 本間正巳会員がご逝去され

ました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

株式会社トータルクリエイト相談役会長

入会日：2003年 6月 18日

2．本間正巳会員が 3月 5日　ご逝去されました。

本間会員は、約 20 年ほどクラブに在籍され、さ

まざまな役職を務めクラブ活動にご尽力いただ

きました。心よりご冥福をお祈り申し上げ、黙

とうをささげたいと思います。

＊澤部利藏会員

本間さんの訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げ

ます。とても信じられません。

＊柴山修一会員

誕生日のお祝いありがとうございます。とうとう

グランドシニアの仲間入です。OB 会に入会とか、

いいこともあります。

＊廣瀬英昭会員

ありがとうございます。63 歳になりました。

＊松岡　浩会員

誕生日祝いありがとうございます。

＊長久保スミ子会員

本間さんの訃報に接し、心よりご冥福をお祈り申

し上げます。

＊井田吉則会員

結婚記念日祝ありがとうございます。

＊市河久和会員

創立記念例会おめでとうございます。40 年、50

年と続きますように。

例会場：ホテルメトロポリタンエドモント
「もったいないメニュー」

もったいないメニュー
（フードロス対策）

を説明される岩崎総料理長

「もったいないメニュー2品」
大豆と野菜のハンバーグバナナの皮の豚バラ巻き



本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 1 名	 116,000 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。

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

合同例会開催のお知らせ

来る 4 月 20 日 ( 水 )、東京上野 RC との合同例会

を開催の方向で進めております。　

多くの会員にて、上野 RC の皆様方をお迎えいた

したいと思います。是非ともご参加をお願い致しま

す。

尚、コロナ感染対策に伴い例年と異なる内容や条

件等がございますが、状況によって変更の可能性が

ありますこともご了承をお願いします。

1）上野 RC 及び本郷 RC の会員限定とし、夫君・夫

人などご同伴者は自粛させていただきます。

2）4月 6日（水）時点で

・4 月 20 日「まん延防止等重点措置」が解除さ

れている場合、予定通り開催し、お酒の提供も

いたします。（円卓を予定）

・4 月 20 日が「まん延防止等重点措置」の期間

確定となった場合、合同例会は中止し本郷 RC

会員のみの通常例会（12：30～13：30 ハイブリッ

ト予定）を行います。

記

日　時 2022 年 4 月 20 日（水）

 12：30（点鐘）～ 14：00（閉会予定）

 卓話内容：決まり次第お知らせします。

会　場 ホテルメトロポリタンエドモント 2F「万里の間」

 TEL： 03-3237-1111

以上

地区大会参加のお願い

3 月 2 日 ( 水 )、3 日 ( 木 ) から 5 月 31 日（火）

に変更となり、ホテルニューオータニにおいて 1 日

の開催となりました。

ホストクラブへ登録人数を報告する都合上、ご出

欠を 3月 31 日までに事務局までご返信下さい。

※ 6月 1日（水）のクラブ例会は開催する予定です。

※本会議は YouTube のライブ配信が予定されていま

す。（リンクは後日）

※地区大会ウエブサイトにてフォトコンテスト一次

審査のオンライン投票受付中です。

https://www.rid2580.org/meeting/

記

日　　程 2022 年 5 月 31 日 ( 火 )

会　　場 ホテルニューオータニ　03-3265-1111

プログラム 配布済の「地区大会プログラム（案）」

 参照ください。

（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264 号	★】

2022 年 3 月 14 日発行

【今月のトピックス】

・故・齋藤直美前理事長を偲ぶ

・モンゴル教育界の最高勲章を受章

・寄付金速報　－緩やかに回復傾向－

・洪水被災者への支援　－マレーシア米山学友会－

・巣立つ後輩へ　－サコさんからスピーチ－

《今月のピックアップ記事》

「モンゴル教育界の最高勲章を受章」

米山学友のジャンチブ・ガルバドラッハさん

（1998-99 ／山形北ＲＣ）が、昨年 11 月 11 日、モン

ゴル教育界における最高の栄誉、「モンゴル国功労

者教員賞」をオフナー・フレルスフ大統領から授与

されました。ジャンチブさんは 2000 年にモンゴル

初の 3 年制高校「新モンゴル高校」を設立、その後

小中高一貫校となり、

さらには高専や工科大学を擁する「新モンゴル学

園」として、日本にも多くの留学生を送り出してい

ます。

《ジャンチブさんから喜びのコメント》

これまでモンゴルの教育のために尽力してきた努

力と小さな成果を高く評価していただき、心から嬉

しく思うと同時に、一層のパワーがあふれています。

この勲章は、これまで新モンゴル学園に関わって

きたすべての先生・職員、また生徒たちが残した功

績の結果です。

私は常に「国造りは人造りから、人造りは教育か

ら」と考えてきました。モンゴルの教育をさらに高

めるため、今後は、公立学校の教育の質を向上させ

ることに注力したい。

個人としても 2019 年 4 月から名古屋大学教育学

研究科後期課程 ( 博士課程 ) に入学し、この目標に

添った研究を進め、フィールドワークとしてモンゴ

ル国内 8つの公立校を選定し改革を試みています。

これからも日本のロータリアンの皆さんに見守っ

ていただきたいです。

その他の記事は、ぜひ PDF 版をご覧ください。

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/up-

loads/summary/highlight264_pdf.pdf

https://www.rid2580.org/meeting/
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight264_pdf.pdf

