
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
司会 クラブ奉仕委員長 岡本 哲典 
 
 
                            10 月は米山月間です。 
                           米山奨学生クエさんに 
                           卓話をお願いしてます。 
                           米山奨学会は東京ＲＣ 
                           から始まり日本のロータ 
                           リー活動の中心になった 
                           当初は２名が 70 年後の 
                           現在では 900 名近い奨 

学生に成長した。 
                           生みの苦労を経て現在ま 

で続くのも、理念の確か 
さ、寄付金額が低く、協力 
しやすかったことなどが 

ある。コロナ禍の大学生の苦労も多くあると思う。 
率直なお話を伺いたい。 
 
 
＊国際ロータリー日本事務局よりＭｙ ROTARY の件 
＊ハイライトよねやま ２４7 が届く 
＊ガバナー事務所より・出席率報告書について 
・第 42 回バギオ訪問交流の旅のご案内 
・パストガバナー 須之内淳二様（松山西ＲＣ）ご逝去 
・2019-20 年度ロータリー財団寄付認証品送付 
＊西条市国際交流協会より議事録について 
＊坊っちゃん劇場より「プレス坊っちゃん（52 号）」の送付 
＊ケアコンシェルジュ今井様より色紙寄贈のお礼 
＊新居浜南ＲＣ11/ 3（火）→24（火）17（火）夕刻例会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
グエン ティー マイ クエ様 愛媛大学（ベトナム） 
小笠原典子様（会長・カウンセラー） 新居浜南 ＲＣ  
 

 

 

 

 

 
永井  淑 米山記念奨学生 グエンさん、カウンセラーの小笠

原会長 ようこそ 歓迎申し上げます。本日は宜しく
お願いします。 

岡崎寛賢 グエン ティー マイ クエ様、本日はようこそ！！ 卓
話を楽しみにしています。たくさんの参加、本日も
ありがとうございます 

岡本哲典 さみしいお祭りになりました。しかしながら、これも
またお祭り。 

山崎幸男 濵口さん、先日はごちそうさまでした。おいしくいた
だきました。 

飯尾昭三 グエンさん、小笠原さん、ようこそいらっしゃいまし
た。よろしくお願いします。 

         ケータイ鳴りました。 
大岩知喜 グエンさん、小笠原さん、本日はよろしくお願いしま

す。 
行元  彦 岡崎幹事、今日は待望のカレーでよかったです

ね！！ 
秋川史朗 グエン様、本日は楽しみにしていました。宜しくお願

いします。 
黒河一司 本日は、米山奨学生のグエン ティー マイ クエさ

ん、小笠原さん、よろしくお願いします。 
木場龍真 にこにこ感動賞をいただきました。 
小笠原典子 様（新居浜南 RC 会長 カウンセラー） 

グエン ティー マイ クエさんが、繋いでくれた東
予ＲＣの皆様との出会いに感謝です。よろしくお
願い致します。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会長挨拶        会長  永井  淑 

会務報告        幹事  岡崎 寛賢 

  委員長 大岩 知喜 
 

次回  第 2192 回例会 11 月 18 日 の予定 
○ 創立記念例会 

記念卓話 森川義彦 山崎幸男 

ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ   
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第 2191 回 例会    2020 年 11 月 4 日 

前回 第 2190 回 例会 10 月 21 日（晴れ）記録 

２０２０-２０２１  

本日 ￥２７,０００－ 累計 ￥２８３，０００－ 

Smile Message     S.A.A.  行元 彦 

○会員数  ３３名   ○出席数  ２８名 
○出席率 87.50％  ○ 前々回修正率 96.97％ 
○メークアップ内訳 武田信二 

米山記念奨学会    秋川 史朗 副委員長 

来客・来訪ロータリアンの紹介  武田 健一 
 

 クエさんと（米山記念奨学生） 

 

（地区紹介 
資料より） 

グエン ティー マイ クエさん愛媛大学農学部食料生産学科４年 

 

夢は果樹園経営と社会奉仕 

 

 



 

●会 長 永井  淑  ●例会場 西条商工会議所東予支所 3F  

●幹 事 岡崎 寛賢  ●例会日 毎週水曜日 12 時 30 分 

●広 報 芥川 衛司  ●〒799-1371 愛媛県西条市周布 220 番地 

●事務所 西条商工会議所東予支所 2Ｆ/URLhttps://www.toyorc.org/✉toyorc14@orange.ocn.ne.jp 

2020−2021 年度 
ＲＩ会⻑ ホルガー・クナーク 

新役職就任について 

本年度情報委員会の佐伯です。 
副委員長の秋川賢一さんと一年間活動さて頂きますの
でよろしくお願いします。本年通常のロータリー活動が
出来るか未定でありますがよりロータリークラブを理解
して頂く様、情報を発信していきたいと思いますので一
年間よろしくお願いします。 

ロータリー情報委員会 
委員長  

佐伯 貴之 

本年度、親睦委員会の委員長を拝命することとなりま
した。入会４年目で３回目の親睦委員会に所属、「もう
一人立ちできるだろう」との声もかかりそうなものです。
しかし入会１年目から、例会開始寸前の１２時３０分に
入室することも多く、役職を全うできていたとはとても思
いません。昨年度の副委員長の際も、企画立案は委員
長にお任せで、例会準備と片付けのみにいっぱいいっ
ぱいで励んでいたなと反省する日々です。 

それでも、早く来て例会準備しているうちに、ロータリ
ーの日々の活動の全容が少しづつ分かってきました。会
長・幹事の意図するクラブ運営、各理事の様々な企画、
日野さんの献身的なサポート、委員会メンバーの協力な
ど、総合力が発揮されているなと実感しています。 

新年度になり、新しく入会された方も精力的に例会設
営に携わっていただいております。この楽しいムードのま
ま、１年間の親睦委員会運営を重ねていきたいと思いま
す。 

親睦活動委員会 
委員長  

武田 健一 

2015 年 10 月 東予ロータリークラブに入会させて
いただき 5 年が経とうとしています。 

初めての女性会員と言うことでしたが、会員の皆さ
んがとても優しく迎え入れていただいたこと感謝してお
ります。 

今年度永井会長のテーマ『殖やそう新しい仲間た
ち！そして開こう未来へ機会の扉を！』とありますように、
50 周年に向けて 40 名以上体制を築いていけますよ
う、会員増強委員長として 会員増強、退会防止に努
めていく所存でございます。 

私自身、例会で皆さんとお会いするたびに皆さんか
ら元気をいただいております。 

今ももちろんロータリー活動を楽しんでおりますが、
人数が増えると更に楽しいロータリー活動となると思っ
ています。 

どうか皆さん会員増強へのご協力をよろしくお願い
します。 

 
そして、絶対にやめんとってね！ 
 

会員増強委員会 

委員長 

 横井 裕惠 

５年前に弊社前社長の退会に伴い、大岩会員初
め、数人の会員の方から入会を進めて頂き、今回入
会させて頂くことになりました。歴史と伝統あるクラブ
に入会させて頂き、ロータリアンとして何ができるの
か、相応しい行動ががとれのか、少しの不安と、これ
からの責任を感じています。ロータリーが掲げる「職
業奉仕」は、素晴らしい理念だと共感し、私がこの地
域においてどの様な奉仕ができるだろうか、常に行
動の規範として精進していくことを改めて決意しまし
た。先輩会員の皆様には、今後もご指導の程、宜しく
お願いします。 

あいさつ 

ご挨拶 

(株)四国クレー  
代表取締役  

濵口 保志 

ロータリークラブ 
に入会して 


