2019-2020 年度

第 2612 回例会
令和元年 8 月 28 日（水）雨

RI 会長／マーク・ダニエル・マローニー
地区ガバナー／杉岡 芳樹（相模原 RC）
会長／東井 重和
幹事／𡈽屋 修
会報委員長／大澤 守門
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築城 忠生

会長エレクト

今後の予定
2019-2020 年度／東井 重和会長

先日の２４日少年野球学童部主催の交流試
合に参加してまいりました。
今回も当クラブは協賛の形で参加し、学童
部の生徒たちにカキ氷の提供や、優秀賞な
どの賞を渡してまいりました。
学童部からの選抜チームの試合の後、スピ
ード測定やホームラン競争などのイベント
を行い、その後伊勢原ロータリー野球同好
会のメンバーを中心としたチームで、学童
部と交流試合をしてまいりました。
結果は小学生たちの機敏な動きについてい
けず、14 対２と惨敗してしまいました。
が、選手やその関係者さんたちと多くのコ
ミュニケーションがとれ、今後に向け沢山
の収穫があったと思います。青少年奉仕委
員会中心で執り行いましたが、大澤副委員
長、松下委員には大活躍していただきあり
がとうございました。
さて、９月２週目に炉辺会合を開催いたし
ます。現在９割のかたから、参加申し込み
をいただいております。本日から、更にお
声がけをさせていただきますので、100％
近い出席率を目指しておりますので、是非
ご参加お願いいたします。その時、クラブ
研修リーダー委員の方とパスト会長の方に
は、先日申し上げた通り、炉辺のリーダー
をお願いしたいと思っております。議題は
用意させていただいておりますが、その他
にも何か盛り上がる話題をお話していただ
ければとおもいます。
ずぶんと楽な残暑となっておりますが、天
候が不安定でございますので、体調や車の
運転等にひきつづきご注意お願いいたしま
す。
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スポーツ振興基金贈呈式/理事会開催日
炉辺会合
ガバナー補佐訪問
卓話：外谷正人君/理事会開催日
ガバナー公式訪問

幹事報告
・7/17
[第 2606 回] 卓話：松下 孝君(直前ガバナー補佐)
・7/24 [第 2607 回] 卓話：築城忠生君(直前グループ幹事)
・7/31 [第 2608 回] 納涼例会
・8/7
[第 2609 回] 卓話：堀口雅巳君
★例会変更のお知らせ
秦野 RC
8 月 27 日(火) 夜間例会 点鐘 18：30
・7/10 [第 2605 回] クラブ協議会(委員長所信表明)
秦野商工会議所４階
・7/17 [第 2606 回] 卓話：松下 孝(直前ガバナー補佐)
9 月 17 日(火) ９月 22 日(日)月見例会に振替
・7/24 [第 2607 回] 卓話：築城忠生(直前グループ幹事)
於：みくるべたまご 点鐘 17：00
９月 24 日(火)

休会

・6/26 [第 2603 回] 納会(夜間例会)
・7/3
[第 2604 回] クラブ協議会(会長・役員所信表明)
★米山梅吉記念館より
・7/10
[第 2605 回] クラブ協議会(委員長所信表明)
賛助会ご入会のお願いと、館報が届いております。
・7/17 [第 2606 回] 卓話
★伊勢原観光道灌まつり実行委員会より
・道潅まつり 10 月 5 日(土) 、6 日(日)開催のご案内が届いてお
ります。
・大田道灌公墓前祭のご案内が届いております。10 月 5 日(土)
午前 10 時 上粕屋洞昌院

表彰式
財団寄付
ポール・ハリス・フェロー

スマイル報告

濵尾

濵尾ゆかり君

ゆかり／スマイル委員長

[入会記念祝い]

[入会記念祝い]

高梨浩樹君

井上元保君

東井重和君／𡈽屋修君
築城忠生君／松下孝君
飯田隆三君／井戸川秀治君
渡邊健樹君／外谷正人君
天野耕一郎君／堀口雅巳君
濵尾ゆかり君

入会 1 年経ちました。なかなか参加

入会記念をありがとうございます。

できなくてすみません。
今後もよろしくお願いします。

濵尾

出席報告

会員数

出席計算に用いた数

58

56

ゆかり／ 出席・プログラム委員長代理

出席者数

35

出席率(％)

62.5

前々回修正出席率(％)

なし

MAKE UP
堂前慶之君→大和中 RC
東
学君→札幌南 RC
仙波史生君→米山奨学セミナー＆カウン
セラー研修会
濵尾ゆかり→地区公共イメージ委員会
学童交流野球大会
東井君・𡈽屋君・松下君・飯田君・萩原君
井戸川君・堂前君・築城君・仲西君・村上君
田中君・山田君・礒﨑君・貝原君・大澤君
天野君・熊谷君・大垣君

委員会報告
＜貝原剛規/青少年奉仕委員長・ゴルフ同好会幹事＞
[学童交流野球大会]
8/24(土)に行われました学童交流野球大会、無事終えることができました。
ご参加下さいました皆様、ありがとうございました。
[地区大会親睦ゴルフコンペ]
日
時 : 10 月 7 日 (月)
受付 6：30 より（各スタート時間の 1 時間前まで）
場
所 : 相模原ゴルフクラブ
費
用 : @￥23,710-(昼食代含まず)
登 録 費 : ￥5,000(伊勢原 RC は当日集金いたします)
[伊勢原 RC ゴルフコンペ]
東井・𡈽屋年度 第 1 回伊勢原 RC ゴルフ同好会ゴルフコンペ開催
９月 23 日(月)秋分の日 伊勢原カントリークラブ 参加者申込受付中

卓 話
仙波

史生／米山奨学委員会委員長

【米山記念奨学事業とは】
外国人留学生を支援する民間最大の奨学団体（ロータリーが運営）
＜目的＞
将来母国と日本との架け橋となって国際社会で活躍する優秀な留学生を奨学すること。
→学業に優れているのみならず、異文化理解やコミュニケーション能力が優れている
人物を支援する制度
＜民間最大の奨学事業＞
昨年の奨学生採用人数：日本全国で 860 名
事業資金：15 億円（収入：預貯金の利子・利息、株の配当で約 1 億円、残り 14 億円はロータリーの寄付）
米山学友：今までに奨学生となった方 129 ヶ国 21024 人
＜米山奨学事業の特色＞
・1 クラブが 1 人の奨学生の「世話クラブ」となり、奨学生は世話クラブの例会に月１回出席する。
ロータリアンとの積極的な交流により、国際交流・相互理解を深め、ロータリーの奉仕の心を学ぶ。
・奨学生１人に対し世話クラブのロータリアン一人がカウンセラーとなり、奨学生のアドバイザーとなる。
米山学友世界大会が過去２回行われています。１回目は地震直後の熊本、２回目はモンゴルで開催されました。
＜資金推進について＞
運営資金が賄えないと、奨学生が減ることになります。
2780 地区の寄付総額は全国８位です。個人の平均寄付額は 23,000 円程度で全国７位です。
奨学生はロータリーの指定校に在籍している学生のみです。近くに指定校がないクラブは、奨学生を受け入れた
ことがなく、世話クラブやカウンセラーがどういう仕事をするかわからないので、積極的に寄付をするというこ
とに繋がらない現状があります。
2780 地区は近くに東海大学もあり、世話クラブに柔軟になっていける環境にあるので、米山奨学生に対する理
解もありますので、積極的に寄付をお願いします。
昨年度実績は一人 20,000 円です。引き続き今年度もお願いします。ロータリーの普通徴収は 5,000 円、それ以
外は特別徴収となります。伊勢原 RC は年会費から 10,000 円寄付されますので、今年度もそれ以上の寄付をお
願いします。
10 月 16 日に米山奨学生の卓話を予定しています。また 11 月 24 日には米山奨学国際交流会が開催されます。
奨学生がそれぞれの国の料理を作って振る舞って頂く会です。是非ご参加ください。

