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皆さんこんに
ちは。ご出席い
ただき大変あり
がとうございま
す。そして Zoom
でご参加いただ
いている皆さん
もご出席ありが
とうございま
す。
昨年の 10 月 24 日のポリオデーでは、各ク
ラブが独自のポリオ根絶イベントを企画しま
した。当クラブでは藤嶋会員と内山会員が中
心となって、ソニック壁面を使ってのプロジ
ェクションマッピングやブース出展・物販を
行っていただき、大きなイベントを開催する
ことが出来ました。お手伝いをいただきまし
た会員の皆様大変ありがとうございました。
今年の世界ポリオデーでは、コロナウイル
スの影響で、一般の方から寄付を募ることが
できません。今年８月 25 日にはナイジェリ
アがポリオフリーとなり、アフリカ大陸から
ポリオが根絶されました。このことは画期的
なことであり、残すところ常在国の症例はア
フガニスタンの 37 件、パキスタンの 67 件と
なり、まさに「あと少し」という状況になっ
ております。
そこで地区からお願いが届いております。
「世界ポリオデーにおける募金イベント」と
題して、ポリオデー直近の例会のニコニコを
募金に充てて頂けないかとのお願いがござい
ました。当クラブではそのお願いにお応えし
て参りたいと思っております。皆様のご理解
を賜りたいと思います。
今月は米山月間です。当クラブの藤嶋会員
が地区の米山記念奨学増進委員長として出向
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をされていますので委員長の立場から卓話を
頂きたいと思います。少しでも分かり易く
と、練りに練った資料を作られました。永久
保存版になる位の資料ですので、私も、しっ
かり勉強をさせていただきたいと思います。
そして今日の例会に併せ、米山功労者の皆様
にも各種表彰をさせていただきたいと思いま
す。
どうぞ本日の例会も宜しくお願い致しま
す。以上、挨拶とさせていただきます。あり
がとうございました。

ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】
立山 英樹 会員

幹 事 報 告
副幹事 十文字 裕司
本日は、荒井幹事が所用で
欠席のため、副幹事の十文
字が幹事報告を行います。
①来月、11 月 15 日の日曜日
に、川口総合文化センター
リリアにて、地区大会がご
ざいます。地区大会では、例年通りクラブ紹
介がございますので、皆様の参加を宜しくお
願いします。「地区大会への出席のお願い」
をボックス投函させていただきましたので期
日までにご返信をお願い致します。
②12 月の第二例会では、テレビでお馴染み
のジャーナリスト、鈴木哲夫さんを講師にお
招きしての卓話となっております。少しでも
会員皆様のためになる例会を考え企画させて
いただきました。沢山の方の出席をお願い致
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します。こちらの開催案内もボックス投函し
ておきましたので期日までにご返信をお願い
致します。
③10 月をもってクールビズが終了となりま
す。11 月からネクタイ着用となりますので
宜しくお願い致します。
④次回の例会は会員旅行となりますので、こ
こパレスホテル大宮での例会は 11 月２日、
月曜日となります。お間違いのないようお願
い致します。来週の月曜日にパレスホテルさ
んに来られても例会は開催されておりません
のでご注意ください。
以上、幹事報告とさせていただきます。あり
がとうございました。

■第２回 米山功労者 マルチプル（14 名）
新藤 栄介 会員、小島 徹 会員、結城 剛 会
員、新井 清太 会員、鈴木 恭二 会員、池田
進 会員、新城 盛辛 会員、田口 修身 会員、
小木曽 賢己 会員、金田 敬次 会員、天池
健二 会員、中谷 輝彦 会員、吉田 奉行 会
員、藤嶋 剛史 会員

■第３回 米山功労者 マルチプル
新見 和男 会員

委 員 長 報 告
■クラブ管理運営部門 親睦委員会 委員長
風岡 淳一
25、26 日は親睦旅行です。参
加される方には、本日旅のし
おりをお配りしております、
ご確認ください。当日は、12：
50 にシーノサウスウィング前に集合です。
クリスマス夜間例会は 12 月 21 日(月)18 時
からパレスホテル大宮で行います。詳細につ
いては近日中にご案内しますので、よろしく
お願いいたします。
■SAA 岡部 勉/副 SAA 増永裕樹
11 月例会の席次に
ついてです。染谷会
長のご希望で年度内
にひと月ごと計４ヶ
月の席次をＳＡＡに
て決めさせていただくことに
なりました。
11 月はくじ引きです。当日は、受付にて
ABC といったコードを記載したクジを引い
ていただき、その指定されたテーブルにご着
席ください。長年クラブを率いてきた重鎮の
方々と新入会員が同席する場合もあり得ます。
会員間の親睦を深めるという趣旨にご賛同い
ただけますようお願い申し上げます。

米山功労者 表彰
■第１回 米山功労者（10 名）
小岩 淳一 会員、横溝 一樹 会員、矢部 正
博 会員、川井 理砂子 会員、永井 博 会員、
石丸 主憲 会員、押野 一郎 会員、加藤 慎
也 会員、志保 達郎 会員、貝沼 勤 会員

■第４回 米山功労者 マルチプル
石川 博康 会員
■第８回 米山功労者 マルチプル（２名）
大熊 雄喜 会員、荒井 伸夫 会員
■第 14 回 米山功労者 メジャードナー
高橋 誠一 会員

卓

話

卓話者
地区米山記念奨学増進委員長
藤嶋 剛史 様
2770 地区について
の説明から始まりま
した。「日本のロー
タリーの父」米山梅
吉翁 クイズもはさ
み、米山梅吉と東京
ロータリークラブそ
して奨学事業の誕生
についてもお話いた
だきました。
米山記念奨学事業
は、米山梅吉氏の死
後、功績を偲び生ま
れました。米国留学
時の苦学の経験が、
奨学事業の基となっ
たとのこと。
米山奨学事業の成果 巣立った「学友たち」
・權 哲賢(クォンチョルヒョン)さん
駐日韓国大使になった学友
・ジャンチブ・ガルバドラッハさん
モンゴル初の 3 年制高校を設立
・朴 裕河（パク ユハ）さん
歴史和解を目指し信念をかける
・姫 軍（ジ ジュン）さん
中国に投資する日本企業のために

世話クラブ・選考について

10/24 は、世界ポリオデー
スマイルは全額ポリオ募金に充てました。

「奨学事業の価値はどんな
学生を採用したかで決ま
る。米山奨学事業ではさら
に、どんな風に育てたか、
育ってくれたかが重要であ
る」と言われます。
米山部門で、いつも目を
キラキラさせてる留学生の子たちを一人でも
多く採用して、この大宮西クラブから将来の
「架け橋」として育てていきたいと思ってお
ります。
皆さんに今まで以上に「米山」に興味を持っ
ていただき、それが貴重な「ご寄付」につな
がれば幸いです。

