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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　手に手つないで

◆唱　　歌　　夏の思い出

◆ゲ ス ト　　小野哲夫氏（2016～2017年度ＲＩ第2720
地区大分第３グループガバナー補佐）
荒金信治氏（2017～2018年度ＲＩ第2720
地区大分第３グループガバナー補佐）

会長の時間	 副会長　佐々木久宜

　みなさんこんにちは。
　副会長の佐々木です。

　ガバナー補佐の小野哲夫様、次年度ガバナー補
佐の荒金信治様お忙しい中お越しいただきありが
とうございます。
　今日は第４回（新・旧）クラブ協議会があります。
　クラブ運営をする上で大事な会議となりますの
で参加をよろしくお願いします。

◆出席報告　　　　　　　　委員　衛藤　秀子

・メイクアップ
　　事前　梶原（和）（竹田ＲＣ創立60周年）
　　事後　西馬（別府東）
　　欠席　梶原（茂）、中尾、大島、津末、田添
　　理事会承認　
　　出席免除　溝部、河村、木村、森
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2016 〜 2017 年度
			ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　ジョン	F.	ジャーム	（国籍・アメリカ）
2720 地区

別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12時 30 分
ところ　別府亀の井ホテル	〒874-0936	別府市中央町5-17
　　　　TEL	（0977）22-3301　FAX	21-1232
事務所　別府市西野口町 1番 1号	青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　	　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃
　〃

梶原　和朗
佐々木久宜
平野　英壽
亀井　　孝

近藤　賢司
村津　忠久
後藤　　隆
森園　伸也

ＳＡＡ　平野　教康
直前会長　平野　教康

役員　会　長　梶原　和朗
　　　副会長　佐々木久宜
　　　幹　事　梅津　圭二
　　　会　計　土谷　昌志

会報委員長　森　　宗明第 　 　 回 例 会

Rotary	Serving	Humanity
人類に奉仕するロータリー
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幹 事 報 告	 梅津　圭二

―青少年奉仕月間―

１．本日は第５回（新・旧）クラブ協議会を開催
致します。

２．本日のゲスト
小
お

野
の

哲
てつ

夫
お

 氏（2016-2017年度RI第2720地区 
大分第３グループ ガバナー補佐）

荒
あら

金
かね

信
のぶ

治
はる

 氏（2017-2018年度RI第2720地区 
大分第３グループ ガバナー補佐）

３．第12回定例理事・役員会報告
（平成29年６月７日（火）例会終了後～　

於：亀の井ホテル例会場　８名）
審議事項
１） 2016-2017年度皆勤祝いの件。※承認

※例年クラブより記念品を贈呈（5,000円）
・村津　忠久会員（９月12日＝30年）
・木村きぬゑ会員（10月８日＝20年）
・近藤　賢司会員（３月２日＝20年）

２） 夕涼み例会の件。※承認
日時：平成29年７月25日（火）18：30～予定
場所：別府タワー
会費：5,000円/個人会費3,000円+例会食事費2,000円

３）６月・７月例会予定の確認　
 ６月６日 「会員卓話」後藤　隆会員
 13日 「第５回（新・旧）クラブ協議会」
　　　20日→19日（月）　「新会員卓話」
  梶原茂樹会員　
  於：亀の井ホテル18：30～
　　　27日→26日（月）　「会長・幹事慰労会」
  於：ホテル山水館 18：30～
 ７月４日 「就任挨拶」会長・副会長・幹事
 11日 「就任挨拶」各委員長　於：春香苑
 18日 「就任挨拶」各委員長
 25日 「夕涼み例会」　
  於：別府タワー　18：30～

４）その他
○もみじ谷整美作業の件。（Ｈ2.7.23（日））

※承認

〇台車・バット購入の件。※承認

４．お祝い
結婚記念日　西馬　良和会員（６月13日）
配偶者誕生日　西馬　節子さん（６月17日）

５．例会変更のお知らせ
別府東ＲＣ　６月22日（木）の例会は、ポリオ撲

滅ランチの為　同日12：30～ホテ
ルサンバリーアネックスに場所変更

大分南ＲＣ　６月23日（金）の例会は、夜の親睦
例会の為　同日18：30～クラブ三
清に時間・場所変更

大分1985ＲＣ　６月26日（月）の例会は、クラブ内
研修の為　同日12：30～コンパル
ホールに場所変更

大分ＲＣ　６月27日（火）の例会は、さよなら
夜の例会の為　同日18：30～ザ・
ブリッジに時間・場所変更

日出ＲＣ　６月27日（火）の例会は、会長・幹事
・役員慰労会の為　６月30日（金）
19：00～別府湾ロイヤルホテルに
日時変更

別府北ＲＣ　６月28日（水）の例会は、新旧会長・
幹事歓送迎会の為　同日18：00～
悠彩の宿望海に時間・場所変更

別府東ＲＣ　６月29日（木）の例会は、会長・
幹事慰労会の為　６月26日（月）
18：30～ホテルサンバリーアネッ
クスに日時・場所変更

宇佐ＲＣ　６月29日（木）の例会は、最終例会・
クラブ協議会の為　同日18：30～
翔山に時間・場所変更

中津平成ＲＣ　６月29日（木）の例会は、定款第６
条第１節（Ｃ）に基づき休会

別府ＲＣ　６月30日（金）の例会は、会長・幹
事退任慰労会の為　同日18：30～
かなわ荘に時間・場所変更

杵築ＲＣ　６月30日（金）の例会は、定款第８
条第１節（Ｃ）に基づき休会
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６．次週例会の予定
「新会員卓話」梶原 茂樹 会員
※20日（火）の例会を変更し、19日（月）18：30～

亀の井ホテルに於いて開催いたします。

７．本日の回覧
① 「夜例会」出・欠席
② 「ロータリー入門書」希望購入

８．本日の配布
① 週報No.1329

スマイルボックス	 委員長　髙宮　勝美

佐々木会員○
　小野ガバナー補佐、荒金次期ガバナー補佐、
別府中央ＲＣへようこそ。クラブ協議会よろし
くお願いします。
　次年度が近づいてきて気分が少し憂鬱です。
梅津会員○
　本日は第５回新旧クラブ協議会です。小野ガ
バナー補佐、荒金次年度ガバナー補佐、よろし
くお願いします。
衛藤会員○
　小野ガバナー補佐様、荒金次期ガバナー補佐
様、お忙しい中をお越し下さいましてありがと
うございます。今日は今年度最後のクラブ協議
会です。どうぞよろしくお願い致します。
近藤会員○
　今期も残り少なくなって、今日は最後のクラ
ブ協議会！　気が楽になってきた梶原会長にひ
きかえ、だんだん気が重くなってきた上に、今
日は会長の代役まで務めている佐々木次期会長
に激励のスマイル。
亀井会員○
　通風が６/２より勃発。やっと今少し歩ける
ようになりました！　尿酸地7.0以上の方、要
注意です！

村津会員○
　60年来の友人、今日新聞社の壇上栄氏が御逝
去、昨夜その御通夜がありました。
　深く御冥福を祈りましてスマイル。
平野○ （英）会員
　本日は小野ガバナー補佐、又、次期お世話に
なります荒金新ガバナー補佐、２人様ようこそ
中央ＲＣへ。小野ガバナー補佐おせわになりま
した。荒金新ガバナー、来期はよろしく。
土谷会員○
　小野ガバナー補佐、荒金ガバナー補佐、別府
中央ＲＣへようこそ！　今日のクラブ協議会よ
ろしくお願いいたします。
森園会員○
　とにかくスマイル！

第５回（新・旧）クラブ協議会	

◆2016〜17度　委員会活動報告書◆

クラブ奉仕（ロータリー家族委員会）◆
　委員長　佐々木久宜　　副委員長　梅津　圭二
１．クラブの細則の変更に伴い、新しい細則の変

更内容を皆と話し合い、確認することができた。
２．各活動に参加し、各委員会の仕事の確認がで

きた。

会員増強・職業分類・会員選考委員会◆
　委員長　堀　　由美　　副委員長　西馬　良和
　今期30名の目標に対し、１名入会いたしました
が、１名退会されました。
　次年度も引き続き30名を目標にみなさんご協力
をお願いたします。

出席委員会　◆
　委員長　津末美代子　　副委員長　衛藤　秀子
１．当クラブはいつでも楽しい例会であり、雰囲

気はとても良いと思っています。
２．今年度は出席率がそれほど良くなかったので、
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次年度はもう少し出席率を上げるため例会出席
をお願いします。

親睦活動委員会　　◆
　委員長　森園　伸也　　副委員長　田添　靖剛
・活動報告

７月25日　夕涼み例会 別府タワー
８月22日　ソフトボール練習 野口原グランド
９月24日　ソフトボール合同練習（日出） 野口原グランド
９月26日　月見例会 割烹旅館ゆめさき
10月２日　親睦ゴルフコンペ① 城島高原ゴルフクラブ
10月24日　ソフトボール練習試合vs別府北
 野口原グランド
10月30日　別府近隣７RCソフトボール大会
 野口原グランド
11月５日　親睦ゴルフコンペ② 宮崎青島
11月６日　親睦ゴルフコンペ③　 UMK
12月４日　親睦ゴルフコンペ④ 城島高原ゴフルクラブ
12月19日　忘年会 ホテル山水館
12月21日　親睦ゴルフコンペ⑤ 別府の森ゴルフクラブ
１月10日　新年会 割烹旅館ゆめさき
１月22日　親睦ゴフルコンペ⑥ サニーヒルゴルフクラブ
１月31日　フラワーアレンジメント例会 亀の井ホテル
３月27日　花見例会 春香苑
４月８日　親睦ゴフルコンペ⑦ 阿蘇大津ゴルフクラブ
４月23日　別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会
 別府扇山ゴルフ場
５月13日　親睦ゴフルコンペ⑨ 城島高原ゴルフクラブ
６月26日　会長・幹事慰労会 ホテル山水館

　以上の活動を行いました。
・会員誕生日には祝品を贈呈し、ハッピーバース

デーを歌い、皆でお祝いしました。
・親睦活動に多くの会員の参加をいただき、皆で

親睦を深めることができました。

健康増進委員会◆
　委員長　田添　靖剛　　副委員長　前田　哲矢
１．村津式自律神経強化ストレッチは、全部で12

パターンありますので、例会開始定刻迄の時間
に合わせて実施致しました。

ロータリーソング委員会◆
　委員長　村津　忠久　　副委員長　大島由美子
１．概ね計画通り実施できたと思います。

スマイルボックス委員会◆
　委員長　髙宮　勝美　　副委員長　木村きぬゑ
１．全て自主申告によって提供されたスマイル実

績（６/６現在）
①職業奉仕関連  19件
②社会奉仕関連 ６件
③身辺慶事・ほほえみ 35件
④職場ＰＲ １件
⑤その他　  278件
⑥ゲスト・ビジター ７件
 計　346件 580,000円

プログラム委員会◆
　委員長　西馬　良和　　副委員長　土谷　昌志
１．会長、幹事、各委員長と連絡を取り合って、年

度当初年間プログラムに従って司会を進行した。
２．適宜卓話を企画し、実施した。
３．ゲスト卓話者には、週報、写真を郵送した。
４．新会員にも卓話をしてもらった。
５．例会をスムーズに進めるための準備を行った。

ロータリー情報・研修委員会◆
　委員長　鳴海　淳郎　　副委員長　後藤　　隆
１．毎週、例会時の委員会報告で、私のホームペー

ジ「ロータリー探究」より出来るだけロータリー
情報を提供した。

２．クラブ協議会での委員会報告に於いてロータ
リー情報の充実を図った。

【例会時におけるロータリー情報（ロータリー探究）の提供】
①第1289回　８/２　

No.275「クラブ協議会（Club Assembly）について」
②第1291回　８/23 
　No.536「ロータリーを解りやすく簡単に」
③第1293回　９/６  
　No.542「ロータリーの心を一般の人にも」
④第1294回　９/13 
　No.505「一日も早く良きロータリアンに」
⑤第1300回　10/25 
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　No.549「わたしの皮膚科医としてのルーツ」
⑥第1302回　11/８　
　No.476「わたしの信奉するロータリー哲学～
その再認識と更なる実践を期して」　
⑦第1311回　１/24　
　No.550「わたしのロータリーの原点について思う」
⑧第1312回　１/31　
　No.517「創立25周年にちなんで・わがクラブ

の歴史を振りかえる」
⑨第1316回　２/28　
　No.275「クラブ協議会（Club Assembly）に

ついて」

広報・雑誌・会報委員会◆
　委員長　森　　宗明　　副委員長　前田　哲矢
１．今年度は小学生対象の善行表彰授与式の様子

が数多くマスコに取り上げられました。
２．ロータリーの友の紹介やコラムの募集は具体

的な活動ができませんでした。
３．週報については性格な記録を心掛けました。

Ｓ　　Ａ　　Ａ◆
　ＳＡＡ　平野　教康　　副ＳＡＡ　衛藤　秀子
１．開会30分前には、例会場入口にて、タスキを

掛け、ゲスト・ビジター会員を迎えることを行
いました。

２．例会中の禁煙は守れました。
３．例会中の報告、卓話時の私語もほとんど無かっ

たです。
４．食事中のＢＧＭは数回でした。
５．新会員には紹介者３ヵ月は極力隣に同席する

は実行できました。

職業奉仕委員会◆
　委員長　平野　英壽　　副委員長（島田光男）
１．H29.1.24　職業奉仕月間にて、４つのテスト

や職業奉仕の私の想いや体験を語らせていただ
きました。

２．職業奉仕表彰は、割烹平家会長様を表彰予定
でしたが、平家の会長の日程が合わず、出来な
いままでした。来期でも又、お願いします。

３．３月７日　リフライの副社長様による介護取

組みと将来についての卓話をいただきました。
４．それぞれの会員卓話でお話ししていただきま

した。

社会奉仕委員会◆
　委員長　森園　伸也　　副委員長　森　　宗明
１．もみじ谷奉仕作業
　NPO法人、別府もみじ谷トラスト機構の主催
する奉仕作業には出来るだけ参加する事を活動計
画に定め以下のように参加し、実行した。
■平成28年７月24日（日）
　８：30～参加者は、梶原和朗会長、平野英壽、
亀井　孝、前田哲矢、森　宗明、森園伸也、佐々
木久宜各会員、平野工務店より寺西氏、陸上自衛
隊別府駐屯地曹友会より大野会長以下隊員の皆様
が参加されました。
■平成28年11月３日（木・祝）
　８：30～参加者は、梶原和朗会長、梶原茂樹、
村津忠久、森　宗明、森園伸也、各会員、平野工
務店より寺西氏、陸上自衛隊別府駐屯地、泉英夫
連隊長、曹友会より田村会長以下20名の計27名で
した。
■平成29年３月20日（月・祝）
　８：30～参加者は梶原和朗会長、平野英壽、梶
原茂樹、村津忠久、森　宗明、西馬良和、佐々木
久宜各会員と西馬咲良さん、西馬良太さん、平野
工務店より寺西氏、陸上自衛隊別府駐屯地曹友会
より田村会長以下24名、別府市より長野恭紘市長、
小林農林水産課長、泉英雄陸上自衛隊別府駐屯地
指令の計37名でした。

青少年奉仕委員会◆
　委員長　後藤　　隆　　副委員長　土谷　昌志
１．溝部学園のインターアクトクラブとの連携は、

学校行事との関係で機会に恵まれなかった。
２．第５回子どもの善行表彰を実施した。
　対象小学校５校の中から生徒111名を表彰した。 

国際奉仕委員会◆
　委員長　近藤　賢司　　副委員長　前田　哲矢
１．元米山奨学生で現在米山親善大使のスリラン

カ人、スチッタ氏（別府大学院生）の卓話を企
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画した。
２．従前通りＡＰＵ公認団体学生ＮＧＯ「ＰＲＥ

ＮＧＯ」をバックアップし、来年度、来々年度（30
周年）に向ってＰＲＥＮＧＯと提携してタイ人
の教育に携わり、グローバル補助金も視野に入
れて活動するように準備中です。

３．日本語ボランティアは火曜日の12：00からの
授業がなく、断念した。

４．ＡＰＵで日本の伝統文化、華道・茶道を体験
してもらうイベントは」６/７に企画したが、
場所の確保が出来ず、中止した。

ロータリー財団委員会◇
　委員長　前田　哲矢　　副委員長　中尾　　誠
　年次基金５％アップ（＄658）に＄146足りませ
んが達成したいと思います。
１．年間10ドルの一般寄付
　　10ドル×102円×26名＝26,520円（260ドル）
２．特別寄付（６月14日現在）
　　村津忠久会員・後藤隆会員が各100ドル
３．100万ドルの食事の実施（H.27年11月10日）
　　２ドル×106円×26名＝5,512円（52ドル）

米山奨学委員会◆
　委員長　亀井　　孝　　副委員長　近藤　賢司
１．米山奨学事業への協力
　　普通寄付　前期　2,500円×26名＝65,000円
　　　　　　　後期　2,500円×26名＝65,000円
２．特別寄付（６/14 現在　74,000円）

梶原　和朗 10,000円
亀井　　孝 10,000円
平野　英壽 10,000円
鳴海　淳郎 10,000円
衛藤　秀子 10,000円
後藤　　隆 10,000円
森　　宗明  5,000円
土谷　昌志  1,000円
前田　哲矢 1,000円
近藤　賢司  1,000円
西馬　良和  1,000円
梅津　圭二  1,000円
佐々木久宜  1,000円

大島由美子  1,000円
村津　忠久  1,000円
平野　教康  1,000円

３．米山ランチの実施
　　（H28年10月11日）
　　・米山ランチ　＠1,000×26名＝26,000円
４．米山奨学生卓話（H28.10.11）パク・ソヒさん（く

にさきＲＣ）
　　米山奨学委員長卓話（H29.5.16）

◇2017〜2018年度　委員会活動計画書◇

クラブ奉仕（ロータリー家族委員会）◇
　委員長　梅津　圭二
１．クラブ活動の意義を皆で理解し活動する。
２．クラブ活動を充実させるために各委員会と連

携する。
３．30周年に向けて、家族例会を開催して親睦を

深める。

会員増強・職業分類・会員選考委員会◇
　委員長　堀　　由美
１．今年度目標会員総数30名
２．具体的活動

①未加入職業分類を調査して現会員の協力の
もと、会員増強活動を行う。

②現会員が最低１人の新会員候補者をリスト
アップし、委員長に報告する。

③当クラブの特徴である女性会員や若手会員
の入会を勧める。

④体験例会のおすすめ、新会員候補者の方々
に例会体験を招待して参加していただく。

出席委員会◇
　委員長　衛藤　秀子
１．最近の出席の悪さは目に余るものがあります。

例会出席は会員の義務であり必須条件です。必
ず出席して下さい。

２．やむをえず欠席する場合は必ず事務局に届け
て下さい。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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３．例会に会員が多く集まり親睦を図り、楽しい
有意義な例会になる様努力しましょう。

４．地区大会や合同例会など他の会合へ出席する
様努めましょう。

親睦活動委員会◇
　委員長　前田　哲矢　　副委員長　森園　伸也
　会員全員が親睦を深め、楽しいクラブであるよ
う活動し、会員増強に努められればと思います。
　≪親睦予定行事≫

７月25日（火）　夕涼み例会 別府タワー
９月26日（火）　月見例会 割烹旅館ゆめさき
10月22日（日）　別府近隣７RCソフトボール大会
 野口原グラウンド
12月19日（火）　忘年会 ホテル山水館
１月９日（火）　新年会 割烹旅館ゆめさき
３月27日（火）　花見例会 春香苑　
４月　日　　　別府近隣７ＲＣゴルフコンペ
６月26日（火）　会長・幹事慰労会 ホテル山水館

この他、月例親睦ゴルフコンペを開催 
第１戦　初戦　　７月２日（日）
第２戦　　　　　８月20日（日）
第３戦　　　　　９月24日（日）
第４戦　　　　　10月29日（日）
第５戦　　　　　11月19日（日）
第６戦　　　　　12月17日（日）
第７戦　　　　　１月28日（日）
第８戦　　　　　２月18日（日）
第９戦　　　　　３月25日（日）
第10戦　　　　　４月22日（日）
第11戦　　　　　５月27日（日）
第12最終戦　　　６月24日（日）

健康増進委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　村津　忠久
１．例会前の体操とソングは、非日常的なロータ

リークラブ例会の雰囲気に入る為のセレモニー
ですので、例会開会前には必ず実行したいと思
います。

ロータリーソング委員会◇
　委員長　村津　忠久　　副委員長　木村きぬゑ
１．これまで実施してきたように、ロータリーソ

ングと、歌唱を組み合わせて、大きな声で歌っ
ていただきたいと思います。

スマイルボックス委員会◇
　委員長　髙宮　勝美
１．スマイルの意義を会員に理解してもらい、我

がクラブの伝統である自己申告を継承して、よ
り楽しい時間にできるよう努力します。

２．個人的な記念日や誕生日には多くの会員から
スマイルをしてもらえるようにしていきたい。

プログラム委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　土谷　昌志
１．会長、幹事、各委員長との連絡を密にし、年

度当初年間プログラムを作成する。
２．特別月間は、それに因んだ卓話を企画する。
３．ゲスト卓話者には、週報、写真を郵送する。
４．新会員を優先で卓話を計画する。
５．例会をスムーズに進める為の準備を念入りに

行う。（卓話者への連絡、特に部外者の卓話をお
願いしている時は必ず前以て連絡し、確認する。）

ロータリー情報・研修委員会◇
　委員長　鳴海　淳郎
１．今年度も出来るだけ毎例会時にわたしのホー

ムページ「ロータリー探究」より一項目ずつロー
タリー情報を提供したい。

２．新会員に対する入会前のオリエンテーション
の実施に力を入れたい。

広報・雑誌・会報委員会◇
　委員長　森　　宗明
１．クラブの奉仕活動等、積極的に報道機関に知

らせて取材を依頼する。
２．「ロータリーの友」の中で特に会員に読んで

欲しい箇所を紹介する。
３．週報は正確な記録を心がける。
４．週報に掲載する会員コラムを募集する。旬の

話題など、ジャンルは問いませんので、何回で
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もご提出下さい。

Ｓ　　Ａ　　Ａ◇
　ＳＡＡ　梶原　和朗　　副ＳＡＡ　衛藤　秀子
１．開会30分前には、例会場入口にて、タスキを

掛け、ゲスト・ビジター会員を迎えます。
２．例会中の禁煙。
３．例会中の報告・卓話等時の私語を厳禁。
４．食事中のＢＧＭで楽しい食事をして戴く。
５．新会員には紹介者会員が３カ月間は極力隣に

同席する。

職業奉仕委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　平野　教康
１．４つのテストに対する理解の推進をクラブの

勉強会で行う。
２．職業活動の表彰
３．永年の専門知識や技能を持つ素晴らしい人材

をお招きして卓話を願う。
４．自らの職業の経験と才能をロータリーでの奉

仕で生かす事の奨励

社会奉仕委員会◇
　委員長　亀井　　孝　　副委員長　村津　忠久
　社会奉仕はロータリークラブの存在意義を示す
重要な柱です。
１．ロータリークラブの社会奉仕について学習す

る資料を提供する。
２．「NPO法人・別府もみじ谷トラスト機構」主

催の奉仕作業には、四季を通じ、出来る限り参
加する。

３．もみじ谷の植樹に必要な苗木は別府中央ロー
タリークラブが提供する。

４．「別府アール・ブリュット展」の支援。

青少年奉仕委員会◇
　委員長　後藤　　隆
１．溝部学園のインターアクトクラブの活動を支

援する。
２．溝部学園インターアクトクラブとの連携を深

める。

国際奉仕委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　近藤　賢司　　副委員長　前田　哲矢
１．留学生を招き、近況報告や国際的な卓話を企

画する。
２．ＰＲＥＮＧＯ（ＡＰＵのＮＧＯ団体）のバッ

クアップをし、共同で行える事業を提案する。
３．留学生に日本語を教えるボランティアに参加

し、日本と別府をより理解してもらう。
４．華道・茶道体験イベントを開催

ロータリー財団委員会◇
　委員長　前田　哲矢
１．年間10ドルの一般寄付
２．特別寄付のお願い

・前年度より寄付額がアップするよう、会員
の皆さんへ呼び掛ける。

３．ロータリー財団月間に100万ドルの食事を実
施。

米山奨学委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　平野　英壽　　副委員長　亀井　　孝
１．2017年度～2018年度も米山奨学生受け入れは

ありません。
２．米山奨学生の卓話を実施
３．米山特別寄付
　　最低１会員１万円のお願い（積もり寄付も含む）
４．米山奨学生の交流と親睦
５．米山ランチの実施　10月
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