第２７７８回例会 逗子ロータリークラブ

ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ
2019-20 年度 №17 2019 年 10 月 31 日
例会場：「カンティーナ」逗子市新宿 1-3-15

TEL：046-870-6440

例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30

第 3 木曜日 18:30

会長：大野宏一

健

幹事：横山

第 277８回
18:00

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

Website: http://www.zushi-rc.com/

2777 回 例会記録 2019 年 10 月 24 日

S.A.A

出席報告：会員数 46 名(出席免除 3 名)

点鐘

大野会長

出席者：24 名

幹事報告：来信・告示事項
委員会報告
出席報告
ニコニコ BOX 発表
三宅 S.A.A

点鐘

大野会長

社会・国際奉仕フォーラム

〈会長の独り言〉

「キルギス視察報告会」
19:30 終了

予

定

10 月 31 日(木)

18:00 社会・国際奉仕フォーラム

11 月 7 日(木)

12:30 卓話 畠中一郎会員
イニシエーションスピーチ

11 月 14 日(木)

京都紫野 RC 合同例会

11 月 21 日(木)

18:30

11/14〜15

逗子 RC・葉山 RC 合同例会

職業奉仕「事業承継」
清水信行会員他
12:30 年次総会 役員・クラブ管理
12 月 5 日(木)
運営上半期報告 下半期計画発表
12:30 年次総会 奉仕プ・広報・会員
12 月 12 日(木) 増強・R 財団関係上半期報告 下半期計
画発表
11 月 28 日(木)

12 月 19 日(木)

12:30

忘年会（場所は未定）

財団ニコニコ

：鈴木（安）

米山ニコニコ

：矢部（光）

鈴木（安）
、松井、大下

前回修正後 73.33％

幹事報告 開催案内：・11/2(土)15:00～於：第 1 相澤
ビル 3 階 「青少年交換来日学生オリエンテーション」
その他：・杉岡ガバナーより地区大会のお礼が、メールにて
届いております。
・地区大会のご長寿会員として船津会員が表彰されました。
本日欠席の為、後日、御祝品をお渡しします。
委員会報告矢部（房）市民祭実行委員：日曜日開催された市
民まつりは 19 名の会員に参加頂きました。寄付金額は
41,000 円でした。御協力ありがとうございました。
横山幹事：大病し、皆様にご心配おかけしたましたが、無
事、本日、復帰致しました。ありがとうございました。

会長の時間

閉会宣言

54.45％

メークアップ：地区大会・市民まつり

ゲスト・ビジターの紹介

18:35

TEL＆FAX：046-873-0226

開会宣言

ロータリーソング斉唱

18:30

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

＄10
2,000 円
各 1,000 円

大野

宏一会長

本年度の『逗子 RC 委員会活動報告書』に
記載させて頂きました『クラブ運営の基本
方針』に、今年度特記すべき事業として、
①青少年交換留学生
（ハンガリーよりサボ・
カタさん）受入 ②姉妹クラブである、京
都紫野 RC との合同例会開催 ③グローバ
ル補助金事業を目標としたキルギス視察 と３点上げさせて
頂きました。本年度も 1/3 を経過してきたところで、各担当
委員会等を中心として、懸命に各プロジェクトの実施に奮闘
努力中です。本日は、社会・国際フォーラムとして、③グロー
バル補助金事業を目標としたキルギス視察について、会員の
皆様と情報共有するプログラムを予定しております。9/23
〜27 に現地視察を行いましたが、この視察プロジェクトは
2018-19 年度に申請した地区補助金プロジェクトです。フ
ォーラムでは、先ず、地区補助金プロジェクトとしてのキル
ギス視察報告。その後、グローバル補助金申請の実施計画、
および、本年度・次年度・次次年度と年度を跨ぐ事業である
ことから、長期戦略委員会の一つとしての『キルギス共和国
グローバル補助金プロジェクト委員会（仮）
』の設立、につい
て議論していきたいと思います。年度を跨ぐ、国際的な事業
であることから、今後「逗子 RC は、どんな活動をしている
クラブなのですか？」という問いかけに「キルギスでの活動」
を一つの大きな答えとして使えるような、また『魅力あるク
ラブづくり』の要素の一つになるような、事業にできれば良
いなと思います。

【2780 地区】 2019/10/２６

第１回地区補助金説明会
10 月 26 日（土）

〇大野会長
先日の地区大会の本会議に参加し、

2780 地区 第 1 回

その中で決議された一つに

地区補助金説明会

【決議第９号】ロータリー財団並び

(2020-21 年度)に

に米山奨学事業に対して理解と寄付
協力の件

出席してきました。

がございます。

内容はロータリー財団寄付２００ドル以上・ポリオプラ
スに４０ドル以上・ロータリー米山記念奨学会寄付２万
円以上が個人一人当たりの目標金額となっており、恒久

来年度に向けて、申請
するかは決定していま

基金は一クラブ当たり１０００ドル以上となっておりま

せんが、来年度の社会

す。逗子ＲＣとしては残っているのはＲ財団寄付と米山

奉仕事業に活用できる

記念奨学会への寄付となっております。グローバル補助
金・地区補助金を使っての事業もあるので目標額の達成

か検討していきます。
（匂坂

をよろしくお願いします。

記）

〇矢部米山奨学委員長
米山記念奨学会と米山梅吉氏

【お知らせ】

（1868－1946）
米山梅吉氏：三井信託銀行の社長を
歴任され東京ＲＣメンバーとして活

ロータリー国際大会

躍されておりました。ご本人もＲＣ

ハワイ（ホノルル）

の資金でアメリカに留学をした経緯
もあり、日本に来た留学生を私費にて支援をしていまし
た。その生前の功績を継承したいとう事で１９５２年に

20２０年 6 月 1 日～5 日

東京ＲＣにて奨学事業の立案、翌年「米山基金」の募金開
始いたしました。１９５４年奨学生第１号でとしてタイ

登録料

のソムチャード氏が来日、１９６７年財団法人ロータリ

450 ドル（2018 年 12 月 15 日迄）

ー米山記念奨学会を設立となり、２０１７年に５０周年

550 ドル（2018 年 3 月 31 日迄）

を迎えました。皆様の寄付により多くの留学を支援して

650 ドル（2018 年 4 月 1 日～大会閉会日まで）

いく事がわが国の発展となり、また世界と地域を繋ぐ架
け橋として活躍してくれる奨学生達に、引き続きご支援
を何卒よろしくお願いします。

（担当

ニコニコＢＯＸ本日合計

中根）

※My Rotary よりオンラインで登録できます

￥５３,５００

矢部（房）君…米山奨学委員会卓話講師のサウレさんが
来られなくなり恐縮です。代わりに私と会長にて卓
話をしますので宜しく。
大野君、村松君、山本（由）君…逗子市民祭り、地区大
会、出席者の皆様、大変お疲れ様でした。
横山君…今日から復帰します。ご迷惑おかけしました。
福嶋君、山口君…地区大会、市民祭り色々ご苦労様です。
鈴木（安）君…尊厳死協会に入会しました。そろそろこ
の世とのオサラバの準備。
矢部（光）君…市民祭り参加ご苦労様。好天に恵まれ、
なにより。米山奨学、矢部房男委員長宜しく！
橘（武）君…W 杯ラグビー感動をありがとう。逗子クラ
ブもワンチームで行こう。

キャンセルの締切日：2020 年 4 月 30 日

累計 ￥７６７,３４２

山科君…秋到来ですね。
臼井君…米山奨学生の欠席残念でした。本日は米山の話
をジックリ聴きたいです。
三宅君、菊池君…矢部房男委員長よろしく。
桐田君…ちょっと遅刻しました。
服部君、岡本（一）君…大野さん、矢部さん宜しくお願い
します。
清水（惠）さん…市民祭り、所用で欠席。協力できず申し
訳ない。
徳永君、中根君…健さん、復帰、おめでとうございます！
畠中君…会長、お話楽しみにしております。
その他：各委員会の二次会 5 回分余剰金をニコニコに寄付

