
国際ロータリーのテーマ
インスピレーションになろう
会長 バリー・ラシン

クラブのテーマ
地域で一番、入会してよかっ
た、入会したいクラブになろう
会長 峯崎祐一

第２７５０地区のテーマ
インスピレーションになれる

ロータリークラブに!
ガバナー 服部陽子

２０１８年７月１２日 第２４０９回 例会プログラム

１２：３０ 開会点鐘 峯崎会長

ロータリーソング

ソングリーダー 馬場会員・安居会員

「我らの生業」 「四つのテスト」

ビジター・ゲストの紹介 親睦委員会

会長報告 峯崎会長

幹事報告 小林幹事

委員会報告

記念日のお祝い

ニコニコ・ボックス

ピアノ演奏

１３：００ 卓話 第1回クラブ協議会

第５５回目黒区商工まつり

2018-19年度戦略計画・他

１３：３０ 閉会点鐘 峯崎会長
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会長報告

今週は米山関係のイベントに2件出席しましたので、
ご報告致します。
まず1件目は、7月8日（日）開催の「2750地区第3
回米山学友会2018年総会」です。
この会は今年で3回目ですが、米山学友（奨学生と
OB）が主催する会で今回は正会員59名中48名が
出席していました。
中国からの奨学生が多かったですが、イギリス・
ネパールからの奨学生もいて、昨年度は熊本の世
界大会や小平高校・等々力高校でのスピーチを行
い積極的に活動しています。
奨学生と話をすると、日本文化や生活を吸収しよ
うと頑張っている様子がひしひしと伝わりました。

2件目は、7月9日（月）の「2018-19年度第1回クラ
ブ米山奨学委員長セミナー」です。
約110名と今までで一番多い参加で、浅田ガバ
ナーエレクトの挨拶に始まり、委員長・各委員の講
演のあと、グループディスカッションを行いました。
「テーマ」は「クラブ米山奨学委員長としてすべき
こと」として、「米山奨学事業をクラブ会員に理解促
進する方法」と「寄付目標を達成する方法」につい
て自由討議しました。

各クラブからは、米山奨学事業への認識や理解が
不足している現状が語られ、それを解決する方法
としては「奨学生と接して話をする、卓話を聞く、帰
国後のフォローが大事である」との意見がありまし
た。
また、「寄付目標達成」には「会員に理解を促し依
頼するとともに定期的に経過を発表する、会費に
含める」などの意見がありました。
米山奨学事業は「日本で学ぶ外国人留学生に奨
学金を支給する国内民間最大の支援事業」で、昨
年の奨学生は793名、事業費は13億円です。
昨年度の寄付総額は8，120万円（普通寄付：
2，656万円、特別寄付：5，464万円）で一人あたり
18，029円でした。
今年の目標は、1億円、一人あたり2万円です。
今回の2回の米山関係イベントに参加して、私た
ち一人一人の寄付が米山奨学生の支援に繋がり、
奨学生が帰国後も国際交流の架け橋として活躍す
る大事な事業であるということが改めてよくわかり
ました。

10月は米山月間ですが、今年1年間を通じて米山
事業への理解を深めて、私たちの寄付によりこの
事業が一層活性化されることを目標としたいと思い
ます。



The Rotary Club Of Tokyo Meguro

Ｗｅｅｋｌｙ Ｎｅｗｓ

●次週7月19日（木）
ガバナー補佐訪問です。

●7月26日（木）振替休会

●7月28日（土）・29日（日）
目黒区商工まつり （移動例会）
以上
今月の予定を引き続きどうぞ宜しく
お願い致します。

●本日、8月9日（木）
ガバナー公式訪問3クラブ合同例会
の出席簿をお回しいたしますので
皆様の出席をどうぞ宜しくお願い致
します。

●第38回インターアクト年次総会のご
案内
日時：8月1日（水）
場所：明星学苑 府中市栄町1-1
※詳細については事務局まで

●第15回ＲＹＬＡセミナー開催と受講
生推薦のお願い
日時：10月6日～8日２泊３日
場所：国立オリンピック総合センター
募集期間：７月１日～８月３１日

本日のピアノ演奏 川上路子
届けたい 西村由紀江 作曲

本日該当の方はいらっしゃいません

記念日のお祝い

幹事報告

第2回クラブ協議会
目黒区商工まつりについて



出席記録 会員数 出席数
出席免除者
特例会員

出席率
メーキャップ

補正

７月５日 総数 ３２名 出席 ２４名 出席０名/０名 75％

累計 総数 ３３名 出席 ２４名 出席０名/０名 ％

「先週のビジター・ゲストのご紹介」

メーキャップ
浅田豊久様（東京六本木ＲＣ） 池田昭宏様（東京青山ＲＣ）

川崎雅代様（東京青山ＲＣ）

池田昭宏様（東京青山ＲＣ）
峯崎会長、小林幹事、
スタートアップおめでとうございます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

川崎雅代様（東京青山ＲＣ）
東京目黒ロータリークラブ初例会
誠におめでとうございます。
素晴らしい年度となります事お祈り致します。

佐久間会員
峯崎会長、小林幹事のスタートを祝って

相馬会員
峯崎会長、小林幹事各位、
新年度自然体でガンバッテ下さい。
しくご指導お願い申し上げます。
浅田ガバナーエレクト歓迎いたします。

竹内会員
峯崎会長、小林幹事いよいよ出発ですね。
1年間がんばって下さい。

松坂会員
新しいスタートですね。会長、幹事ガンバレ

羽田会員
浅田ガバナーエレクトの御来会光栄です。
素晴らしいごあいさつを頂きありがとうございま
した。

斉藤会員
峯崎会長、小林幹事以後1年間
頑張って下さい。
家内の誕生日祝い有難うござい
ました。

下川会員
峯崎会長、小林幹事のスタート
を祈念して

寄森会員
峯崎会長、小林幹事
一年間宜しくお願いします。

鵜飼会員
峯崎会長、小林幹事
1年間よろしくお願いします。

花谷会員
おたんじょうび祝い
ありがとうございます。

ニコニコボックス

数件 12件 金額 45,000円 累計 ４５，０００円 目標１，２００，０００円
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例会日：木曜日（Thursday） 12：30～13：30
例会場：ホテル雅叙園東京（hotel Gajyo-en tokyo）

〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1
TEL：03-3491-4111（代表）
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東京目黒ロータリークラブ事務局
〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

アルコタワー3Ｆ
ＴEL：03-3492-1350 FAX：03-3492-2100
URL：http://www.Tokyo-meguro-rotary.club
E-maiｌ：office@tokyo-meguro-rotary.club

発行人 ＲＩ Ｄ２7５０ 東京目黒ロータリークラブ
2018-19年度会長 峯崎祐一 幹事 小林富佐子
広報委員会週報委員会 ２０１８年 ７月 １２日 第２４０９号

今後の予定

７月１９日（木） ガバナー補佐訪問

７月２６日（木） 振替休会

７月２８日・２９日 目黒区商工まつり（移動例会）

８月２日（木） 第2回理事会
通常例会 自然が育んだ抗酸化成分「アキタキサンチン」下川耕太郎氏

８月９日（木） ガバナー公式訪問3クラブ合同例会（目黒ＲＣ・城南ＲＣ・青山ＲＣ）

８月１６日（木） 夏季休会

峯崎年度年頭例会にて
浅田エレクトが来会されました

峯崎会長
新年度の年頭に向けてのご挨拶

２０１８－１９年度役員・理事のご紹介
会 長 峯崎祐一
幹 事 小林富佐子
直前会長 羽田伊助
会 計 菅野達之介
研修委員会 佐藤與治

佐久間崇源
例会運営委員長 馬場徳芳
クラブ運営委員長 佐藤與治
会員増強委員長 寄森 亘
奉仕ＰＪ委員長 近藤昭男
親睦活動委員長 三田春彦
Ｒ財団委員長 鈴木正勇
５０周年実行委員長 相馬熊郎
ＳＡＡ 須賀信之


