２０２０年７月３日（金） 雨
司 会：桒原伸夫 会場監督
点 鐘：上村計介 会長
国歌「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」

第１５３３回例会

米山奨学金贈呈
＊マイ クアン リンさん
＊MD マフムデュル ハサンさん

会長挨拶

会員誕生日祝
今日は第 1 回で、緊張しており
ます。後ほど、理事役員の就任挨
拶をして頂きますので、どうぞよ
ろしくお願いします。

後藤
河村
川井
内山
佐藤

文彦さん
基夫さん
啓介さん
義之さん
事務局

9日
12 日
20 日 古稀
31 日

週報 NO. １

♪中村智次さん
先日術後 6 カ月点検を行い、無
事故障箇所もなくもう暫くロータ
リーにいられそうです。ポンコツ
車で有害な排ガスを出しそうです
がガマンしてください。本年分の
スマイルを前払いします。
♪川井啓介さん
誕生日祝いありがとうございま
した。7 月 20 日で古稀になるよう
です。じぃじの仲間入りです。体
も少し動かなくなりました。つい
でに出席委員会の受付パソコンも
調子悪く、そろそろ変えどきです。
1 年間宜しくお願いします。

幹事報告

理事・役員就任挨拶
理事・役員就任挨拶
スマイル

・配付資料
ロータリーの友、会員名簿（中 ♪上村計介さん、内山義之さん
本日からいよいよ新年度が始ま
RC 分）
、会費請求書（３～5 月分
ります。来年 6 月まで 1 年間、皆
繰越分込）→レターケース
様何卒宜しくお願い致します。
ガバナー月信→各テーブル
The Rotarian→ルーム
・京都中 RC より祝電が来ました。
・来週はガバナー公式訪問です。
多数ご出席ください。
・来週例会後、理事会があります。
・コロナもありますので、体調管
理にご配慮ください。

進行：内山義之 幹事
☆上村計介 会長
事業計画書の会長挨拶は工夫し
て、大きい文字を 4 つ入れました。
先人先達が、毎年叡智を絞ってき
たものを、温故知新を以ってやっ
ていきたいと思います。
去年から RLI（ロータリーリー
ダーシップ研究会）というのが始
まり、今年度の会長は年に 3 回研
修を受けます。ロータリーアンの
知識を啓発し、将来の指導者を養
成するためのこのプログラムは今
後も続くようです。

考えました。コロナの影響の中で
も、楽しく明るい会にしたいと思い
ます。会員卓話も続けます。

☆妻鹿政光 副会長・会長ｴﾚｸﾄ
今年度の会長・幹事の下で勉強
し、次年度に向けて頑張りたいと
思います。

☆田邉芳彦 ｼｽﾀｰｸﾗﾌﾞ委員長
☆中村幸浩 親睦活動委員長
☆川井啓介 出席委員長
笑顔で皆さんをお迎えしたいと
思います。3 回の 100%例会を予定し
ています。

☆金原賢 職業奉仕副委員長
昨年度から続いている会員卓話
を今年も続けて、職業奉仕につなげ
たいと思います。
☆川合弘高 社会奉仕副委員長
花のリレープロジェクトか海洋
プラスティックに関わる活動を何
か企画したいと思います。

☆竹山英夫 副会長
若い人たちを盛り上げて新しい
一年を過ごしたいと思います。

☆後藤文彦 会計委員長
適正な会計ができるように務め
たいと思います。

☆中島勝 国際奉仕副委員長
国際色豊かな会で、更に融和が深
まるように尽力したいと思います。

☆齋藤高子 副幹事
今年は一生懸命勉強し、次年度
につなげたいと思います。

☆桒原伸夫 会場監督
初めての会場監督なので、至ら
ない点もあるかと思います。皆様
にご指導頂いて、円滑な例会運営
を心掛けていきます。

☆志賀口裕輔 プログラム委員長
会長の思いを汲みプログラムを

☆渥美聡一郎 会員増強委員長
昨年、地区の会員増強委員を務め
ましたので、地区の現状を考えなが
ら、皆さんのご協力を得て会員増強
及び退会防止を進めていきたいと
思います。

☆髙橋守弘
会員選考・職業分類委員長
☆中村将義 奉仕委員長
四つの奉仕委員会の委員長とし
て、コロナ対策も考慮しながら 1
年間務めたいと思います。

☆木村嘉代子 青少年奉仕副委員
長
江之島高校と打ち合わせをし、今
年も 9 月に環境保全ポスター審査
会、来年 5 月に演奏会をソーシャル
ディスタンスに配慮して行います。

☆佐々木雄二
公共イメージ向上委員長
年２回のファイヤーサイドを実
施します。My Rotary 登録も含め、
内部が楽しくなり、それが外部に伝
わることで、会員増強などにつなが
るとよいと思います。

＊＊米山奨学生紹介＊＊
今年度、浜松中 RC でお世話
している２人を紹介します。
＊Mai Quang Linh さん

☆鬼頭秀行
米山奨学・R 財団委員長
今年は 2 人の米山奨学生がいま
す。お二人には卓話の機会を設け
ていますので、ベトナムやバング
ラデシュのことを理解していただ
けたらと思います。

＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

出席報告
川井啓介 出席委員長
MD マフムデュル ハサンさん
会員数
５０名
５０名
出席者数
３４名
３４名
出席算定会員数
４４名
４４名
出席率
７７.
７７.２７％
２７％
前々回出席者数
３１名
３１名
８０.
.００％
前々回出席率
８０

☆眞瀬悦邦 クラブ戦略委員長
5 年先には当クラブにガバナー
補佐が周ってきます。クラブの持
っているパワーを出すために、活
気のある雰囲気作りが必要だと思
います。それを目指して努力した
いと思います。
☆眞瀬悦邦 クラブ研修リーダー
他クラブを見ると、自分のクラ
ブの良さもわかると思いますの
で、会員の方と他クラブをビジタ
ー訪問したいと思います。

＊MD.Mahmudul Hasan さん

英語で出席報告するハサンさん

≪20192019-2020 年度出席率≫
自クラブ出席率 ６３.７２％
年間出席率

８４.８９％

2021 年台北国際大会
☆内山義之 幹事
まだ理事会を通っていません
が、今年度は予定よりも例会数を
減らす予定でいます。例会が減る
ことでロータリーの結束も薄らい
でしまうのではという不安もあり
ますが、和気あいあいとした楽し
い例会を進めていきたいと思いま
す。よりアットホームな、より出
てきやすい例会に目指したいと考
えています。
１年間宜しくお願いします。

静岡大学情報学部情報科学科
国籍
ベトナム
生年月日 1997 年 11 月 26 日
奨学生期間
2019 年４月～2020 年 9 月
カウンセラー 竹内公一さん
◇来年 4 月、東京の会社への就
職が決まっています。

2021 年 6 月 12 日～16 日

＊参加登録は
riconvention.org で

浜松医科大学医学系研究科
細胞分子解剖学
国籍
バングラデシュ
生年月日
1991 年 2 月 1 日
奨学生期間
2020 年 4 月～2021 年 9 月
カウンセラー 鬼頭秀行さん
◇奥さんのミミさんは今年 3 月
10 日に来日。10 月から同じ研究
室で勉強を始める予定です

