
★司会　伊藤恒満 副SAA
点鐘　三野公一 会長★
ロータリーソング★

「それでこそロータリー」
 ソングリーダー　 瀧口幹子 会員

〇ありません

1. 4/27（土）盲導犬募金活動を開催しました。当日ご
 参加いただいた皆様、誠に有難うございました。
　 募金総額は、94,279円集まり日本盲導犬協会へ全
　 額送金いたしました。
　 ご寄付及び募金活動にご協力いただきました皆様
　 に御礼申し上げます。
2. 5/4（土）水辺の楽校干潟観察会が開催されました。
　 連休の真っ只中、多くの親子連れの方々に参加し
 ていただきました。会員の皆様、誠に有難うござい
 ました。
3. 一泊移動例会の出欠及び、オプションのゴルフと
 ハイキングの参加連絡を本日中にお願い致します。
4. その他
①地区大会実行委員会キックオフにご参加いただい
　 た皆様、誠に有難うございました。
　  第２回目の開催は5/20（月）横浜ぴおシティで開催
　  いたします。各担当の皆様には参加ご協力のほど
 宜しくお願い致します。
② 5/23(木)水辺の楽校の活動法人、多摩川干潟ネッ
  トワーク総会18～19時で開催いたします。
  お時間のある方は是非ご出席ください。
③ 本日理事会開催致します。

■野口四郎　社会奉仕担当委員
  盲導犬募金活動へのご協力有難うございました。
■鈴木慎二郎　地区役員
　 ＲＩ国際大会（ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ）旅行説明会を開催いた
 します。
■増田敏雄　地区大会幹事
　 地区大会用の役員の名刺作成に伴い、
 希望写真があれば各自撮影のほど宜しく
 お願い致します。

1.例会変更のお知らせ

●川崎中央ＲＣ
 5/27（月）夜間例会　グルメ例会
      　　　　　 ホテルニューグランド
                 「ル・ノルマンディ」
  6/ 9（日）～10（月）一泊移動例会
      　　　　　 箱根湯本温泉　吉池旅館

◎5月16日（木）「川崎・川崎マリーン合同例会」
　 　　　　　　　　　場所　川崎日航ホテル
　　　　　　　　　　 受付　12：00
   　　　　　　　　　点鐘　12：30

◎5月23日（木） ガバナーエレクト卓話
　　　　　　　　　　  轟　淳次ガバナーエレクト

◎5月30日（木） 会長エレクト卓話
　　　　　　　　　　 福嶋　安行会長エレクト
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＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

今 後 の 予 定
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会　長　報　告 三野公一 会長

ゲ  ス  ト  紹  介 三野公一 会長 

〇ありません

林　伸彦　幹事幹　事　報　告

　　

　

【例会見学】
〇大川 貴弘 様

■松中秀司 雑誌担当員
　 雑誌「ロータリーの友」vol.67 No.５ 

　  掲載記事紹介
  【横ページ】　
　p.3      RＩ会長メッセージ
　p.7    特集「青少年奉仕月間」
　　　　 地域にあわせた青少年奉仕のあり方　
　p.14  考えよう海洋プラスチックごみ
  【縦ページ】
　ｐ.4 愛があるなら叱りなさい



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 内田秀彰　副会長

◆野口会員
 大川さん、ようこそ。 また、飲みましょうね。
◆増田(敏)会員
 1.円谷さん、安本さん、本日の卓話楽しみにしています。
 2.地区大会委員長、副委員長の皆様へ名刺を作りますので
　 写真 撮影にご協力お願い致します。
◆秦会員
　久ぶりの例会で新鮮な気分です。
◆山本会員
　 円谷さん、安本さん、本日の卓話楽しみにしております。
◆小枝会員
   連休中に体調を壊して大変でした。
 皆さん体はに注意しましょう。何事も体が資本です。
◆伊藤(秀)会員
   円谷さん、安本さん、本日の卓話宜しくお願いします。
◆福嶋会員
 円谷会員、安本会員の卓話楽しみにしておりました。
◆小山会員
 円谷さん、安本さん、本日の卓話楽しみです。
◆轟会員
 円谷さん、安本さん、本日卓話をよろしく。楽しみです。
◆鈴木会員
 　円谷さん、安本さん、本日の卓話楽しみにしております。
◆中條会員
 本日、円谷様、安本様、卓話宜しくお願い致します。
◆河口会員
 1.円谷さん、安本さん、本日の卓話宜しくお願いします。
 2.齋藤さん、昨日は大変お世話になりました。
◆増田(洋)会員
 今年度は合弁会社設立、Ｍ＆Ａと大きな事業が予定されて
　 います。
 

本 日 の 卓 話

演題　『会員卓話』

　　
 　　円谷 瑛子 会員

　　
 

　　安本 好勝 会員

　　
 

クラブ会報担当：増田敏雄委員長

本日のニコニコ　　    15,000円

　　　累計金額 　    775,500円

　　

【日経アジア賞】
 台湾海洋大学終身教授の廖一久さん（1965-68／田原ＲＣ）が 
 第24回日経アジア賞（科学技術部門）を受賞しました。
 同賞は、日本経済新聞社が新聞創刊120 周年を記念して
  1996年に創設したもので、経済、科学技術、文化・社会の３部
 門でアジアの発展と繁栄に貢献した人々をたたえる目的で、
 各部門1人または1団体を毎年表彰。今回で24回目となります。
 「エビ養殖の父」として知られる廖さんは、平成 26 年度外国人
 叙勲において旭日中綬章を受章。
 最近のニュースとして、台湾の「廖-久院士之友會」(廖-久院
 士の友の会)では、文物館を設立、その建設費を募集中とのこ
 とです。今回の表彰式は来る 5 月 29 日に東京の帝国ホテル
 にて行われます。栄えある受賞、おめでとうございます。

廖一久さんからのメッセージ
 今回、第 24 回日経アジア賞・科学技術部門に選ばれたこと
 は私が貴国に留学し、学んだ科学技術を母国台湾の水産養
 殖産業に貢献したこと、およびアジア各国に息長く大きな貢獻
 を続けている点が強調されたことだと思います。留学中、米山
 奨学生に選ばれたことが大きな契機だと思います。
 2018 年、ロータリー米山記念奨学会財団設立 50 周年記念
 式典にて、19,808 人（当時）の米山学友代表としてご挨拶させ
 ていただいたことも大事なことだと思います。
 私の成長段階において多くの恩師のご鞭韃、友人達および
 米山の皆様の励ましを忘れることは出来ません。そして今日ま
 で私を育て、暖かく見守ってくれた両親、家族、親戚に心から
 感謝いたします。 

【経済省国家産業 新賞（台湾）】
 台湾・経済省による第 6 回国家産業革新賞（原文：國家産業
 創新獎）の授賞式が 4 月 10日に行われ、国立政治大学商学
 研究科の教授を務める米山学友、呉安妮さん（東京三鷹ＲＣ）
 が女性賞を受賞、陳建仁副総統からトロフィーが授与されまし
 た。同賞は台湾産業界のオスカーとして知られ、産業界に甚 
 大な貢献をした者に贈られる最高の栄誉です。
 呉さんは 33 年にわたって新管理会計システム「AVM(Activity
  Value Management」の理論研究と実践検証を重ね、台湾にお
 ける新管理会計制度を開発。この AVM を導入し、呉さんがコ
 ンサルティングをした企業では収益が大幅にアップしていると
 のことです。呉さんは、台湾米山学友会の推薦で来日し（海外
 学友会推薦奨学金：SY-A 奨学金）、2003 年 7 月から翌年
 2月末まで一橋大学で研究活動を行う期間、米山奨学生とな 
 りました。「台湾に経済的奇跡を起こしたい。AVM でより多く 
 の台湾企業を助け、人材を育て、国に貢献したい」と、呉さん
 は語っています。

 4 月までの寄付金は前年同期と比べて 2.1％減（普通寄付金
 :0.5％減、特別寄付金:2.9％減）約 2,650 万円の減少となりま
 した。10 連休という長いＧＷを控えた影響もあってか、前月よ
 りも減少幅が広がり、また、直近5 年間の同期累計平均額と比
 較しても、今月の累計額は約 230 万円下回る結果となりまし
 た｡今年度も残すところ 2 カ月。ロータリアンの皆様の変わら
 ぬ ご支援に、厚く御礼申し上げます。なお、今年度（半期ごと
 の納入クラブは後期分）の普通寄付金をまだ送金していない
 クラブがありましたら、お早目にお送り下さいますようお願い申
 し上げます。

◆ハイライトよねやま Vol.230◆

台湾の学友、栄誉ある賞に輝く

寄付⾦速報 ― 残り 2カ月、さらなる支援を ―


