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 安東会長 

 

1. 移動例会は、先に通知させていただきましたが、

当初11月12日に劇団四季「アラジン」を予定いた

しまして、募集させもさせていたただきましたが、

「アラジン」の出演者から、陽性反応が出たとの

報道を受けました。よって、安全性を配慮いたし

まして、日程を約2週間遅らせ（今後の状況を見守

るため）、11月28日（土）に演目も「ライオンキン

グ」に変更させていただきました。開演も17時30

分とし、参加いただきやすく配慮させていただき

ました。日程等の変更により皆さんに大変ご迷惑

をおかけいたしますが、「今できること」を実行す

るためとして、皆さんのご理解とご協力をお願い

いたします。よって、先に年間行事予定の変更を

配布させていただきましたが、移動例会は 

11月12日から11月28日に変更となりまして、 

11月16日はその振替で例会はありません。 

11月例会については、後日、連絡通知を送信させて

いただきますが、お間違えのないようにご注意くだ

さい。 

2.本日は、米山月間として地区の米山記念奨学事業

委員会の副委員長からの、卓話があり、委員、奨

学生の張さんもご参加いただいており、お話をし

ていただきます。来月に入りましたら寄付金のご

協力をお願いいたしますが、何卒ご理解ご協力の

程お願いいたします。 

3.先の理事会において渡部拡大増強委員長より、コ

ロナ禍において拡大増強は、非常に困難なであり、

今年度においては、入会金の３万円は、免除して

はと上程がされ、承認されましたのでご連絡させ

ていただきます。 

皆さん拡大増強にご協力お願いいたします。 

 
 

栁町幹事 

◎ 例会変更のお知らせ   

 <川崎大師ＲＣ> 

１１月４日（水） 休会 祝日週により 

１１月１２日(木)3ｸﾗﾌﾞ合同親睦夜間例会を 

   １１日（水）に変更 

 <新川崎ＲＣ> 

   １１月４日（水） 休会 祝日週により 

   １１月２５日（水） 休会 祝日週により 

 

◎ 週報を送ってくださったRC 

  川崎北ＲＣ・川崎中原ＲＣ 

 

◎ 本日の配布物 

       会報 10/19分 

 

 

  

虹のホームよりお礼の挨拶 

 

安東会長と虹のホームの方々 

 手作りの韓国風のりまきをいただきました。 

 

 

伊藤副会長 

 

沼 りえ様…よろしくお願いします。  （川崎RC） 

安東会員……①本日は夜間例会です。皆さん楽しん

で下さい。 

②沼さんようこそいらっしゃいました。 

③関根さん今後とも良き仲間としてよ

ろしくお願い致します。 

栁町会員……①関根様ようこそﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへ！これ

から末永くよろしくお願い致します。 

②沼様、本日はようこそいらっしゃい

ました。皆さん本日は楽しみましょう。 

川島会員……久しぶりの夜間例会お世話になります。 

須山会員……①先日は家内の誕生日に素晴らしいお

花をありがとうございました。本人も

大変喜んでいました。本当にありがと

うございました。 

②虹の会の皆様いらっしゃいませ。今

後ものよろしくお願い致します。 

関 会員……久し振りの夜間例会、小又委員長はじ

め親睦活動委員の皆様ご苦労様です。

楽しませていただきます。 

松本会員……小又米山奨学金増進副委員長様、卓話

勉強させていただきます。 

青木会員……沼さんようこそ。米山委員会で頑張っ

てください。 

中村会員……小又さん今日はよろしく。 

チケットの配布大変ですね。ありがと

うございます。 

後藤会員……コロナがなかなか沈静しません。皆さ

んめげずに頑張りましょう！ 

石川会員……最近平凡な生活を送っているので何も

ありません。幸せな証拠といわれます

がつまらないです。 

今日は多いに楽しみましょう!!よろし

くお願いします。 

会長報告 委員会報告 

幹事報告 

スマイルレポート 
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坂本(竜)会員…お久しぶりです。よろしくお願いし

ます。 

よろしくお願いします。 

山口会員……皆様こんばんは。久しぶりの夜間例会

ですね。はじけましょう! 

石田会員……今晩は。いつもランチの例会が夕食で

勝手が違います。今日は、張さん、ジ

ェームス君、米山ディにふさわしい方

がそろいです。本日は、小又副委員長、

卓話よろしくお願いします！ 

小又会員……沼さんようこそ。関根さんこれからよ

ろしくお願いします。本日皆様のつま

みになるお話をしようと思います。 

昨日はスナックのコンペに出て、6位な

のにシャンパンを入れさせていただき

ました。 

長島会員……小又様本日宜しくお願いします。 

伊藤(康)会員…①地区米山奨学金増進委員会沼さん

ようこそお越し下さいました。 

②ジェームス君、張さんwelcome！ 

③関根さんご入会おめでとうございま

す。 

④小又さん卓話の楽しみです。 

 

 
 

 

 

ロータリー米山記念奨学事業について 

地区 米山奨学金増進委員会 

副委員長 小又義幸様 

（川崎中央ＲＣ） 

 
 

ロータリー米山記念奨学事業の素晴らしさを語らせ

ていただきました。私が口―タリーと出合い、地区

米山記念奨学委員会に参加した経緯については、三

年前、当時、我がクラブのガバナー補佐から「貴方

暇そうだからやりなさい」と言われて引き受けまし

た。一年目がむしゃらに頑張って当時の一楽委員長

に 2 年目から副委員長を仰せつかり、２年目になり

ました。 

先ずは、米山梅吉翁の話をさせていただきます。米

山記念奨学事業を始めた人物ではなく、日本のロー

タリーの最初、東京ロータリークラブの初代会長と

なった人物です。 

米山記念奨学事業は、米山梅吉翁没後、その偉業を

讃え戦後の国際ロータリー復帰後の東京ロータリー

クラブの会長 吉沢丈作氏によって創られた事業で

あります。日本にしかない事業です。日本で学ぶ留

学生のみに支援しています。世話クラブカウンセラ

ー制度を取って交流を重視する仕組みです。 

RI理事会で米山記念奨学事業が賞賛されました。 

今年の奨学生は883人です。今までの累計で21624人

もの奨学生を支援しできました。 

国籍で多い国があるのは日本で学びたいと願う留学

生が多いからでけっして差別などではありません。 

お金がないから支援するわけではなく将来日本との

架け橋となりうる人材が対象です。 

2590地区では本年度 39人、2021年度は37人予定して

おります。 

このコロナ過の中での 日本に入国出来ない学生え

の対応策を考えておリます 。  

2590地区は、昨年度はお陰様で全国個人平均額第1位

となりました。 

巣立った奨学生達は皆活躍しています。ロータリア

ンになった人、ガバナーになった学友が 3人もいま

す。 

最後に私たちは米山記念奨学事業を通じて国際奉仕

をしているということを誇りに思っています。 

 
我がクラブの地区米山奨学金増進委員の山口氏 

 

 
川崎ＲＣの地区米山奨学金増進委員の沼様 

1573回 17件 27,000円 累計 294件 440,000円 

卓 話 
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夜間例会の風景 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
米山奨学生 張さん 

 

最後に 

元米山奨学生 ジェームスさんから 

 
  

 

 

 

 

11月9日(月) 新会員卓話 

            久住奈美会員 

            森崎敏広会員 

 

 

今週の担当者         伊藤康人会員 

久しぶりの夜間例会です。 

酔っぱらう前に会報仕上げちゃいます！ 

        

 

卓話予定 
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