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2015 年 6 月 25 日　第 2607 回例会

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp
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2015 年 6 月 25 日　第 2607 回 例会
さよなら夜間例会　　点鍾　18 時・立花

 出席報告　　　　　　　　　　　
・会員総数：26 名

  本日出席：12 名　欠席：13 名

　出席率 48%

・MAKE UP

　 鈴木正孝、鈴木康仁、芹川直行、星野　雄

　 　　　　　　　　　　　　　　　（第１G三役会）

により、出席率は 68％となります。

鈴木会長・芹川幹事　お疲れ様でした

鈴木康仁会員、AG お疲れ様でした。クラブより寸志贈呈

秋本親睦委員長挨拶

2606-2

皆さま
お疲れ様でした

さよなら例会　2015/6/25

2602-3

＜費用負担について＞

　地区から （９月・２月） に助成金の支給年額９０万円。

内訳は内訳は学費、 教材費、 通学費、 ケイチデンワ、

ぱそこん代など。 制服代、修学旅行費、ホストファミリー

への食費補助。 お小遣い10,000.-などに使われます。

学生の負担は、 往復の運賃、 留学生保険 （１２万円）

自分のブレザー、 派遣先での旅行費用など。

　年間９０万円では少ないかも。

＜今後の課題＞

　ロータリークラブ会員の高齢化、 会員数の減少や地

区予算の減少などの理由で、 青少年交換プログラムの

縮小を唱えるクラブがある。 １年間のお世話は大変であ

る。 山陰や東北の地区では、 派遣させたい優秀な学

生はいるが、 （田舎なので） 交換に応じてくれる相手国

がなく、 プログラムが成立しない所もある。

　例えば、 ２７８０地区では毎年３０人以上の応募者の

中から優秀な学生を選んで、 帰国後も ROTEX として

活動している。 他地区から見たらうらやましいと言って

いました。

　グローバルな視野と人脈を持つ一人でも多く世に出し

ていかれるように、 皆様のご理解とご協力をお願いしま

す。
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