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≪１０月０８日(木）例会 KKRホテル 2階「琴」≫ 

◎卓  話  「ガバナー講話」 

国際ロータリー第 2660地区 

ガバナー 簡 仁一 様 

 

♪本日の歌  ｢奉仕の理想」 

 

 

 

 

≪１０月１５日(木）例会 公休日≫ 

 

≪１０月２２日(木）例会 KKRホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話  「未    定」 

井上善博君 

              

 

 

 

≪１０月０１日（木）例会≫ 

 会員数１９名 出席者１４名（８７．５％） 

 ＊８月２０日（木）例会修正出席率 ８６．７％ 

 会員数１９名 例会出席者１１名／ﾒｰｸｱｯﾌﾟ２名 

 

 

 

 

 

幹事 木戸章由君 

◎本日は簡ガバナー公式訪問です。 

 簡ガバナーようこそお越し下さいました。 

 また地区大会の PR のため、地区代表幹事の吉田

政雄様、地区副代表幹事の土方慶之様にもお越し

頂いております。後ほど宜しくお願い致します。 

◎本日例会後、ＩＭＲＤ実行委員会を行います。 

◎10/10(土) 公共ｲﾒｰｼﾞ向上並びにｸﾗﾌﾞﾋﾞｼﾞｮﾝ策定

ｾﾐﾅｰに、ZOOM会議で政岡会長が参加されます。 

◎次週(10/15)の例会は公休日です。 

◎同日、ＩＭＲＤホストクラブ準備説明会には会長・

幹事・小寺実行委員長が出席致します。 

終了後、実行委員会をＫＫＲにて行います。 

◎10/17(土)、クラブ国際奉仕委員長会議には谷口国

際担当が出席されます。 

◎10/18(日)、米山レクリエーションにはルシアーノ

君と奥様が出席されます。 

◎10/22(木)、第 1回指名委員会を行います。 

 

≪１０月度定例理事会議事録≫ 

日 時 2020 年 10 月 1 日（木）例会後 

場 所 KKR ホテル 5 階「瑞宝」 

出席者 政岡、井上、北井、今中、表、田村、谷口、

木戸 オブザーバー：小寺 

◎１０．１１月行事予定 

10月 1日(木)  定例理事会 

10月 8日(木) ガバナー公式訪問・実行委員会 

10月 10日(土)  公共ｲﾒｰｼﾞ向上並びにｸﾗﾌﾞﾋﾞｼﾞｮﾝ策定

ｾﾐﾅｰ（ZOOM会議：会長） 

 

幹 事 報 告 



 

  

 

10月 15日(木) 公休日 

IMRDホストクラブ準備説明会 

（会長・幹事・小寺実行委員長） 

引き続き、実行委員会 

10月 17日(土) クラブ国際奉仕委員長会議 

(谷口国際担当） 

10月 18日(日) 米山奨学生レクリエーション 

10月 22日(木) 第一回指名委員会 

10月 23日(木) 金輪会 

（会長・幹事・小寺実行委員長） 

10月 29日(木) 公休日 

11月 5日(木) 定例理事会 

11月 12日(木) ＰＲ例会 

11月 19日(木) 公休日 

◎中岡君の退会について 

  会長幹事と阪田君が先日面会に出向き、体調不

良の為退会したい旨の説明があり、退会届を提出

してもらうことと、10月末退会を承認とする。 

◎今年度地区大会について 

  今年度は 12月 12日(土)のみの開催で、会長幹

事会と本会議のみ。会長幹事には出席要請。その

他の会員については、自由参加、ライブ配信が行

われる。登録料はなし。 

 また、クラブ紹介の為の写真等を今月中に提出。

（マスクの贈呈写真などを・・） 

◎クリスマス家族会について 

 今中親睦担当より、クリスマス家族会を 12月 20

日(日)ＫＫＲ14階「ｵﾘｵﾝ」で開催確認。 

◎ＩＭＲＤについて 

・実行委員会メンバーを理事メンバーとする。 

・10/15(木)ＩＭＲＤホストクラブ準備説明会には会

長幹事・小寺実行委員長が出席。終了後、実行委

員会をＫＫＲにて行う。 

・10/23(金)金輪会には、会長幹事の他、吉﨑ｶﾞﾊﾞﾅｰ

補佐よりＩＭＲＤの説明に小寺実行委員長の出席

要請があり出席。 

・チラシの業者を政岡会長の知り合いに依頼。 

 

・テーマについて案を 10/8(木)に話し合う。 

・予算について、たたき台が出され説明。 

 講演者謝礼約 80万、登録料 4,000円、登録人数

652名(2020.2月現在)、地区補助金 20万。 

  

 

                                         

会長 政岡政広君 

本日は 10 月度第一回目の例会という事で、10 月は

米山月間となっております。 

先月はロータリーの友月間に因んでロータリーの

友地区代表委員でございます木村様にお越し頂きお

話し頂いたのですが、本日は地区の米山奨学委員会か

ら清水委員長にお越し頂いております。清水委員長こ

の後卓話の時間宜しくお願い致します。 

今日は改めて皆様方にお願いがございまして皆様

方もご存じのとおり私共のクラブは今年度の IM ロー

タリーデーのホストを務めるのですが 10月 23日に金

輪会が開催されます。当日は小寺実行委員長と木戸幹

事、私の 3 名で出席する予定です。 

その際に吉﨑ガバナー補佐より IM ロータリーデーに

関して 3 点報告してほしいと連絡を頂きまして 

1. IM ロータリーデー・フレッシュロータリアン交流

会の内容と総予算の提示  

2 .一人当たりの登録料を提示の上、全員登録頂く事 

3. ちらし（案） 

3 つめのチラシは案でよいとの事ですが、フレッシュ

ロータリアンの交流会に関しては今のコロナ禍での

懇親会は無理と思われるので集まる人数によって

色々工夫して何か別の形を考えてほしいと・・・ 

本来の目的が友達を作ることなので例えば Zoom を使

って楽しい会の開催だとか同日で 20時から 22時とか

で出来ないものか？またびっくりするようなゲスト

をお呼びするのも面白いのでは？とご意見頂きまし

たが、まだまだ未決定事項が多い中 10 月 23 日の金輪

会まで例会は 2 回しかございません。来週はガバナー 

 

会 長 の 時 間 



 

  

 

公式訪問となっておりまして IMRD 実行委員会もそ

うですが打ち合わせる時間がございませんので皆様

日頃から大変お忙しいとは思いますが何とか 23 日ま

での例会はご出席頂けますようお願い致します。 

またスケジュールが非常に厳しくなっておりますの

で諸先輩方の知恵とお時間をお借りして例会以外で

も話し合える場を設けて頂けたらと思いますので重

ねてお願い申し上げます。 

 

  

 

 

「10 月米山月間に因んで」 

地区米山奨学委員会  

委員長 清水久博(大阪南 RC) 

東大阪みどりＲＣの皆様、平素は米山奨学事業に多

大なるご支援ご協力を賜り有難うございます。 

米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブの創立

に貢献した実業家「米山梅吉」氏の功績を記念して発

足しました。1952 年に東京ロータリークラブで始め

られたこの事業は、やがて日本の全クラブの共同事業

に発展し、1967 年、文部省（現在の文部科学省）の許

可を得て、財団法人ロータリー米山記念奨学会となり

ました。 

事業創設当時、「今後、日本の生きる道は平和しかな

い。それをアジアに、そして世界に理解してもらうた

めには、一人でも多くの留学生を迎え入れ、平和を求

める日本人と出会い、信頼関係を築くこと。それこそ

が、日本のロータリーに最もふさわしい国際奉仕事業

ではないか」。このようなロータリアンの思いがあり

ました。(ロータリー米山記念奨学会 HP より) 

米山記念奨学会は、外国人留学生を対象とする民間

の奨学金では国内最大規模です。 

2020 学年度は日本全国で 883 名が採用され、各ロー

タリークラブでお世話をいただいています。累計では

世界 129の国と地域から 21,624名を支援しています。 

2660 地区におきましては、皆様のご支援のもと本年 

度は新規、継続合わせて 49 名の奨学生を受け入れる 

 

ことができました。当地区において米山奨学生の受け

入れを希望されている 8割強のクラブにお世話をお願

い出来たことになります。 

新型コロナウイルス感染症の脅威の中、私たちはロ

ータリー活動の縮小を余儀なくされています。奨学生

たちも、彼たちにとって異国の地「日本」で、コロナ

禍の中、活動を制限されながらも、学校での勉学に、

奨学生としての活動にと頑張っております。カウンセ

ラーの皆さんを中心に世話クラブの皆様で、米山奨学

生に寄り添い、ご支援をいただけますようお願いいた

します。また、奨学期間を終えた奨学生は米山学友と

して、主に地区米山委員会と共にロータリー活動に励

んでおります。ロータリーファミリーとして頑張って

いる米山学友がこの事業最大の成果であります。今年

度からはメンターとして従来以上に現役奨学生のサ

ポート役を担っております。 

簡ガバナーはガバナー方針で、コロナ禍のため、米

山記念奨学会への寄付目標額を設けないとされまし

た。当委員会としましては、受け入れ希望をされてい

るクラブへの米山奨学生の配属を出来る限り実現し

たいとの思いから、従来通りお一人当たり 30,000 円

(普通寄付 5,000 円、特別寄付 25,000 円)のご寄付をお

願いしたいと存じます。 

 10 月の米山月間では、今一度この米山奨学事業の意

義(平和の理念)と成果(米山学友)に目を向けていただ

き、ご理解を深める機会としていただくことをお願い

申し上げます。 

 

 

  

例会担当委員会 

◎東証のシステムダウンがあり株取引が出来ない状

態です。日本の信用に関わる問題で、外国人投資

家は驚いていると思います。製品自体に問題があ

りそうで、日本のモノづくり頑張って欲しいもの

です。              田村嘉宏君 

本日合計  20,000円  今年度累計  156,000円 

ニコニコ箱の報告 

招 聘 抄 録 



 

  

 


