本日の卓話

次回の卓話

「Web 会議システムを使用した
オンライン例会開催方法について」
地区ローターアクト代表 鈴木 宏美様
（東京ワセダＲＡＣ）

「コロナに負けるな！
音楽の力、ジャズの力」
NHK 音楽講師、スイングジャーナル
音楽評論家

高木信哉様

今週の例会

通算第 2242 回

【委 員 会 報 告】

第 10 回

○米山奨学委員会より

10 月 28 日

【点鐘】【ロータリーソング】それでこそロータリー

10月は米山月間です。特別寄付にご協力お願い
致します。米山奨学会への送金の都合がござい
ますので10/28締め切りとさせていただきます。

通算第 2241 回

前週の例会

第9回

10 月 21 日

【点鐘】君が代

○吉田望月記念事業委員長・青少年奉仕副委員長
本日都立農産高校に寄付金をお届けにいってま
いりました。

【ロータリーソング】四つのテスト
おめでとう♪

○大久公共イメージ委員長
ホームページをリニューアルしました。鈴木会

会員誕生日祝い

渡邉(政)会員(10/1)

長が上げているFacebookをトップに貼りました

奥様誕生日祝い

関夫人通子様(10/22)

のでクラブの活動を報告する事ができます。ぜ

伊藤夫人富美子様(10/28)

ひ活用していただければと思います。
○10/14(水)東分区懇親ゴルフ大会

【会

長

報

告】

団体戦の順位は第10位でした。表彰式は2021年

○10/16(金)ＲＬＩの第 2 回目の講習に出席しま

3月8日(月)東分区ＩＭにて行うとのことです。

した。朝 9 時から 4 時までびっしり 6 時間勉強

神谷個人の成績はネット71.8でした。可能性は

しました。意外と皆さんロータリーのことを知

あるので5位内に入ったらお祝いして下さい。

らないのだなと、自分だけではないのだと。
参加者は 60 名くらいいましたが、他の方々もへ

【出

席

報

告】

え～ということが多く、自分だけが仲間外れで

会員１７名中 １３名 出 席

92.86％

はなく安心しました。とても勉強になりますの

(９月９日)前々回訂正出席率

88.24％

で皆様もぜひ参加してみて下さい。
○町田武久会員にバギオ基金から第九回感謝状が
届いております。

【ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ】
鈴木会長･･･寒くなってきました。体調を崩さない
様に元気に例会を続けていきましょう。

【幹

事

報

告】

○来週の例会にて地区ローターアクトの方が
Ｚｏｏｍを使った「Web 会議システムを使用し
たオンライン例会開催方法について」開催し
ます。勉強のためにも出席お願い致します。
既に 10/15 に Zoom ミーティングのＵＲＬ等は
メールにてお知らせしてありますので、事前に
登録をしておいて下さい。

○ハイライトよねやま、財団室ニュース、東京東
ＲＣよりロータリー職業奉仕キャンペーン
配信
○米山豆辞典、ロータリーの友、ガバナー月信、
メール BOX へ配布しました。
○例会終了後、指名委員会がございます。委員の
方は宜しくお願いします。

武井幹事･･･金世勇君

本日の卓話よろしく

お願いします。
伊藤会員･･･奥様誕生日祝いありがとう
ございます。
神谷会員･･･久々の例会です。分区ゴルフ大会参加、
応援ありがとうございました。
金子会員･･･朝晩だいぶ寒くなってまいりました。
体調はいかがですか。米山奨学生

金世勇様

卓話宜しくお願い致します。
町田会員･･･先週の東分区懇親ゴルフ大会お疲れ
様でした。本日の卓話
君

米山奨学生

金世勇

宜しくお願い致します。

松坂会員･･･今日は東京ロータリークラブの創立
100 周年記念例会が行われたはずです。コロ
ナのためにクラブ会員だけで行われたようで
す。米山奨学生 金世勇様 卓話楽しみです。

齊藤会員･･･秋深く毎日涼しさと寒さが一体とな

自分が気づかずに生きて来た社会の構造を気付き、

り風邪をひかぬ様に気をつけているところで

人は必ずしもこのように生活しなければならない

す。今日は米山奨学生

金世勇様の卓話とい

ということがわかり、私が慣れてきたさまざまな

うことで楽しみにしております。よろしくお

ものを見直す機会になりました。また、そのよう

願い致します。

な社会的な違うところから、自分自信への反省に

須田会員･･･米山奨学生

金世勇様

本日の卓話

よろしくお願いします。

も繋がっています。
いつかは学生生活を終え、中国に戻るかもしれ

吉田会員･･･本日、都立農産高校へ寄付金を持って
行きました。報告です。

ません。しかしながら、日本で送った学生生活は、
私の世界観に多大な影響を与え、これからの人生
の目標にも影響したと思います。研究者になるこ

本日合計

\46,000

とは私にとっては夢を実現する過程です。研究者

今期累計

\413,000

になるという事実が重要な意味を持つことではな
くて、研究者になるということは、社会的に自分

【く じ ら コ イ ン Ｂ Ｏ Ｘ】

の研究が認められ、これからもっと社会的に活躍

本日合計

\2,758

今期累計

\23,884

することができ、貢献することが可能になるから
です。
博士号取得までの長い学生生活も終わる日が近
づいています。これまで、日本で出会ったさまざ

１０月２１日の例会卓話
「私が勉強する学問について」

まな人や先生、日本でロータリー米山記念奨学金
のような団体から受けた恩恵に感謝な気持ちを持
ちながら、これからの人生を頑張りたいと思いま

米山奨学生

す。

金世勇様
法政大学社会学研究科
博士後期課程
10 月 28 日(水)例会卓話
「Web 会議システムを使用したオンライン例会
氏名：金

世勇

開催方法について」

テーマ：学生生活で感じたこと

地区ローターアクト代表 鈴木 宏美様

内容 ：

地区広報副委員長 岡田長政様

私は現在、博士後期過程で社会学を勉強していま

の２名がＺＯＯＭ会議の説明をして下さいます

す。博士課程は一人で研究する時間が多くて、仕

ので事前にスマホ等に下記の登録をしておいて

事の量も相当多いです。しかしながら、研究者に

下さい。よろしくお願い申し上げます。

なるということは、子どもの時からの夢であって、
大変であっても頑張っています。日本で学生生活

Zoom ミーティングに参加する

を送ることは、私にとってすごく貴重な経験でし

https://us02web.zoom.us/j/88062759171?pwd=Qz

た。特に社会学を勉強することは、常に自分が慣

hqRGUxT1lvak9YVFN0bU9zTWVSZz09

れていて、気づかずに生きてきた社会のルールや
規範を見直さなければならないです。日本で学生

ミーティング ID: 880 6275 9171

生活を送りながら、中国社会とことなる文化に出

パスコード: 173654

会うことは日々に奇妙な体現でした。

♦♦♦♦第４回定例理事役員会報告♦♦♦♦
日

時

10 月 21 日(水) 17 時 30 分～

場

所

「須田」

出席者

鈴木、武井、井上、神谷、金子、町田、
松坂、大久、斉藤、関、吉田
以上 11 名

議題
1. ９月会計報告の件
JC との懇親会は例会費で
承認
2. PC、プロジェクター購入の件
約 40 万円、事務機器費から購入
3. 会費、会員制度見直しの件
具体的に検討し 12 月の総会で決める
4. 2021－2022 年度地区補助金プロジェクト申
請の件
コロナの影響で遅れていたが申請をしていく。
5．新入会員の件
小田嶋康生氏、職業分類‐生花販売業
承認、会員に通知し承認を求める

例会卓話予定 2020 年 11 月～12 月
2020 日

曜日

回 通算

予定

卓話者

演題

ロータリー財団月間
1
1
月

4

水 11

2243

11 水
18 水 12

例会 定例理事役員会

NHK 音楽講師、スイン グジ ャ ー ナル音楽評論家 高木信哉様

コロナに負けるな！音楽の力、ジャズの力

休会
2244

25 水

例会

元青少年交換学生 Josh Fields.様

休会
疾病予防と治療月間

１
２
月

2

水 13

9

水

16 水 14

2245

例会 クラブ総会 定例理事役員会
休会

2246

移動例会 親睦忘年会

23 水

休会

30 水

年度末休会

クラブフォーラム「戦略計画立案ガイド」

