
 

 

 

10 月 2 日の卓話  9 月 18 日の出席率  10 月 16 日の卓話  

 会員在籍者数 32 名 

 会員出席者数 27 名 

 会員欠席者数 5 名 

 本日の出席率 84.37％ 

  

「トレーラー輸送の世界」 

 

株式会社東京急送 

代表取締役 間野勉様 

「コロナ時代を生き抜く 

100 年企業の挑戦」 

 

髙松建設株式会社 

代表取締役社長 髙松孝年様 

2020 年 10 月 2 日［第 43 回］ 

≪2020-2021 年度例会 第 42 回例会報≫ 

2020 年 9 月 18 日（金）12：30～13：30 東武ホテルレバント東京「芙蓉の間」 

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 
「本日もお集まりいただき、ありがとうございます」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(飯塚憲貴会長) 

 

本日は、新型コロナウィルス感染防止の為「四つの

テスト」「ロータリーの目的」の唱和は行いません 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：飯塚憲貴会長 

国際ロータリー第 2580 地区 

地区米山奨学委員会 委員長 

髙橋 義一様(東京小石川 RC） 

当クラブ 特別代表  斉藤  実様(東京臨海 RC） 

当クラブ 発起人代表 鈴木 孝行様(東京臨海 RC） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(東京小石川 RC・地区米山奨学委員会 委員長 髙橋義一様) 

 

(発起人代表 鈴木孝行様)      (特別代表 斉藤実様) 
 

 

■ビジター紹介：北林貴臣会員 

●市川朋尚様（石田清貴会員ゲスト） 

 ●金森俊成様（飯塚憲貴会長ゲスト） 

 ●武田倫明様（北林貴臣会員ゲスト） 

●小林 良様（北林貴臣会員ゲスト） 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
(北林貴臣会員) 

 

■会長報告・スピーチ：飯塚憲貴会長 
「地区青少年交換委員会の保護者会に参加しました。本来

8月に海外に派遣される予定であった、コロナの影響で海

外に行くことが出来なくなり留学自体がなくなってしま

いました。今年断念した代わりに、今年派遣する予定であ

った子ども達を、来年派遣することになりました。このロ

ータリーの制度を利用した留学をすごく楽しみしていた

子ども達が将来ロータリアンになりたいと言ってくれて

います。こういう子ども達の見本になる大人になることも、

本当に大事だと思います。（すでに派遣されている交換留

学生で）今年 3月に帰国した子ども達の帰国報告会が今週

日曜日に学士会館で行われます。（参加を）希望する方は

言っていただければと思います。」 

・日台ロータリー親善会議(福岡大会)は 

延期ではなく中止 

・RYLA セミナー感想文集・参加者名簿の報告 

・福岡・熊本支援金報告 

・大星幹事からもメールで案内がありましたが、ガ

バナー月信 9月号に、コロナ渦でのロータリー活

動について、ガバナー、ガバナー補佐の所見が掲

載されておりましたので、ご一読ください。 

・栗山パスト会長より米山奨学金をいただきました。 

・パラボールリーグ協賛金が本日締切となります。

1社 1～3万円でご協力よろしくお願いします 

一般社団法人パラボールリーグ協会 理事長 

栗山義広様より報告 
「おかげさまで皆様からたくさんの協賛金をいただきま

した。これからもご協力よろしくお願いします」 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(一般社団法人パラボールリーグ協会 理事長 栗山義広様) 

 

■幹事報告：大星太郎幹事  

・2021 年 3 月 29 日(月)12：30～14：30上野精養軒

にてお花見家族会を開催しますが、11時から同じ

く上野精養軒で理事役員会があります。 

・9 月度定例理事役員会議事録をメール配信してい

ますので後方掲示板もご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(大星太郎幹事) 

 

■委員会報告 

●地区国際奉仕委員会 栗山義広委員より 

・9月 10 日地区国際奉仕委員会の報告 
「コロナの中でどんな活動ができるのか話し合いと、活動報

告が行われました」 

●社会奉仕委員会 島崎久志委員長より 

・9月 17日北分区・東分区地区 

社会奉仕全体会議の報告 
「各クラブがコロナの中でどんな活動ができるのかの共有

と分科会のような形で話し合いを行いました。当クラブにつ

いてはパラボールの代替案などを報告しました」 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(島崎久志委員長) 

 

●クラブ奉仕委員会 西野充英委員長より 

・秋の家庭集会について 

10 月 4 回に別けて予定（内、2回は zoomで行う） 

 スケジュールは次回例会にて報告 

 希望日程を受付にて記入してください 

 

 

 

 

 

 

 

 
(西野充英委員長) 

 

■9 月お祝い：飯塚正裕親睦活動委員長 

・会員誕生日 飯塚正裕会員、二瓶会員、髙橋会員 

・奥様誕生日 間野会員夫人 

・結婚記念日 飯塚正裕会員、武井会員、岡田会員 

・「誕生日の歌」を流しますのでおききください 

・1分間スピーチ：二瓶恵一 
「中学校三年間、学級対抗の合唱コンクールの指揮者でした。

みなさんの指揮を、あれ、これが指揮なのかと思いながら見

させていただきました。最後に静かな声で母校の校歌を一節

歌います。」 

 



 
 

 

(左から、二瓶恵一会員、髙橋健会員、飯塚正裕会員、飯塚憲貴会長) 

 

 

■出席状況報告：橋豊和会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 

 

 

■ニコニコ BOX報告：飯塚正裕会員 

(ご意向)地区米山奨学委員会委員長髙橋さん卓話

よろしくお願いします：斉藤実様(東京臨

海 RC、当クラブ特別代表) 

(ご意向)栗山パスト会長他皆様、一昨日はありがと

うございました：鈴木孝行様(東京臨海 RC) 

(ご意向)水曜夜は遅参して申し訳ありませんでし

た。これにこりずまたお誘いください。髙

橋様本日の卓話よろしくお願い致します：

飯塚会長 

(ご意向)本日の卓話宜しくお願いします： 

佐々木会員 

(ご意向)栗山様ごちそうさまでした：北林会員 

(ご意向)発起人代表鈴木様、パスト会長栗山様、会

長飯塚様、先日は大変お忙しい中ありがと

うございました。ごちそう様でした。今後

ともよろしくお願いします：三橋会員 

(ご意向)先月は誕生日プレゼントありがとうござ

います：木津会員 

(ご意向)飯塚会長シャンパンありがとうございま

した：大星幹事 

(ご意向)岡田会員ボロイ車を下取って頂きありが

とうございました。シャンパンおいしく頂

きました：飯塚正裕会員 

(ご意向)結婚祝いにシャンパンを頂き妻も喜んで

夫婦円満度が高まりました。ありがとうご

ざいました：石田会員 

 

栗山会員・油井会員・田名網会員・西野副会長 

継岩会員・伊藤会員・間野会員・島崎会員 

岸会員・平井会員・岡田会員・大西会員 

坂東会員・岩崎会員・二瓶会員・武井会員 

髙橋会員・ 

 

【27件 145,000 円  累計 767,110 円】 
 

(橋豊和会員)           （飯塚正裕会員） 
 

 

■本日の卓話：卓話担当 佐々木勇次会員 
「当クラブでも米山奨学生の受け入れを行っており、私も米

山担当になっております。ベトナムの方を受け入れる予定で

したが、コロナの影響で中断しておりました。ようやく 9月

26 日に来日が決まりました。改めて私も皆さんも米山奨学

会の活動について理解を深めたいと思い、髙橋様にお越しい

ただきました。」 

 

 

 

 

 

 

 

 
(佐々木勇次会員) 

 

「米山奨学事業活動報告 2020」 

東京小石川ロータリークラブ  

地区米山奨学委員会 委員長 髙橋 義一様 

(東京小石川 RC 地区米山奨学委員会 委員長 髙橋義一様) 

 

●米山奨学生の現状について 

「ようやく1人日本に戻られてホッとしている。4月のスタ

ート時の最初の会はリモートで行い、まだ4名が日本に戻れ

ない状態。」 

「他の地区も含め、徐々に（奨学生が）戻ってこられる状

況になってホッとしています。」 

●米山奨学事業について 

「2580地区は現状40名の奨学生を受け入れている」 

「国別には中国13名、韓国6名、台湾4名、中国が多いが、



 
 

 

国別の割合を3割より少なくする3割ルールがあります」 

「内モンゴルや香港は別枠で数えている」 

「選考試験では半分が中国の方、日本語が旨く優秀で落と

すのが酷」 

「東京での選考はかなり厳しく倍率が高い」 

「選考ではフリーディスカッションと面接があり、ここで

選ばれた人はかなり優秀」 

●分区それぞれでの受け入れ状況について 

「中央分区16クラブ中11クラブ、北分区15クラブ中11クラ

ブ、東分区16クラブ中7クラブが受け入れている」 

「継続して受け入れてくれているクラブが多いが、クラブ

の数に対して奨学生が多い状況なのでより多くのクラブに

受け入れてもらいたい」 

●奨学生の1年間の活動について 

「3月に合格が決まり4月にオリエンテーションと始業式」 

「4月から世話クラブでの例会に出席」 

「毎月1回以上の例会への出席がルール」 

「世話クラブでの卓話も行う」 

「9月には米山記念館への訪問」 

「柿田川での外来種の駆除と清掃活動の体験」 

「11月にはカウンセラーを含めた三者懇談会を実施」 

「2月に終了し帰国または継続」 

「今年はコロナでリモートでのオリエンテーション」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●奨学生の受け入れについて 

「奨学生には例会でのルールなどを事前に教えている」 

「例会では積極的に話しかけるように伝えているが、皆さ

んからも話しかけて欲しい」 

「受け入れクラブでは招待者ではなくクラブの一員」 

「クラブでの役割を体験させて欲しい」 

「カウンセラーには何でも相談」 

●奨学生の選考基準について 

「すでに来年の選考が始まっている」 

「全国同じ基準で選考をおこなっている」 

「学業・異文化理解・コミュニケーション能力・将来日本

と母国の架け橋となる人材、育成に値する学生」 

「大事なのは皆さんと協調性をもてるか」 

●最後に 

「米山奨学事業は色んな角度からプラス面がいっぱい。ぜ

ひご寄付とクラブでの人材育成、奨学生との交流を深めて

いただきたい」 

など、米山奨学事業についてお話をいただきました。 

 

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 
「親クラブで最初に受け入れた奨学生は、現在中国で国際弁

護士として活躍されています。当クラブでも素晴らしい人材

育成をして世界に貢献していきたいので、皆さん協力して知

識を身につけていければと思います。」 

 


