
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［例会日］第 1・2金曜日 12:30〜13:30［例会場］ホテルモリノ新百合丘  7F TEL:044-966-1300 
［例会日］第 3・4金曜日 12:30〜13:30［例会場］百合丘カントリー倶楽部 2F TEL:044-966-1300 

           

【点 鐘】                  大野会長 

【ソング】            鈴木豊成 SAA委員 

 国家君が代・奉仕の理想 

【ゲスト・ビジター】             大野会長 

○ 北原 明彦様（第 2700 地区 久留米北ＲＣ） 

○ 洪蓮さん（米山奨学生） 

 【会員誕生日】             尾作弘親睦委員長 

 ○山崎会員・梅澤会員・佐藤会員 

 【奥様誕生日】 

○ 尾作弘会員令夫人 芳子様 

【米山奨学生へ奨学金授与】      大野会長 

 ○大野会長から洪蓮さんへ奨学金を渡す 

 【理事・役員会報告】                大野会長 

① 氏名委員会組成の件   

委員長 直前会長 安藤 則雄 

   委員   直前幹事 碓井美枝子、大野 勉、鈴木 眞一 

               山下 俊也、梅澤 馨、親松 明 

  ●承認する  第 1 回指名委員会を 10 月 9 日に行う 

② 臨時理事・役員会 開催の件 10 月 30 日 18：00～ 

            夜会例会前 シノワーズにて  

●承認する 

③ 本年度職業奉仕委員会職場訪問の件  予算案の件 

   ●承認する 

④ クリスマス家族会の件 親睦委員会 12 月 18 日（金） 

                 ホテルモリノにて開催 

   ●承認する 

⑤ 炉辺開催の件 

● クラブ奉仕委員会の各小委員会合同で行う 

炉辺開催日 10 月 16 日 

（会報委員会は 10 月 7 日開催） 

 

【会長報告】               大野会長 

1. 国際ロータリー第 2590 地区 2008－09 年度 地区資金 

   本会計・特別会計 決算報告書送付の件 

第 841回例会  10月   9 日(金) クラブ国際奉仕委員長会議報告 

第 842回例会  10月  15 日(木) 移動例会 職場訪問 伸和コントロールズ㈱ 長野事業所（長野県高遠町） 

 

     

2. 地区大会ダンス委員会委員 第 3Ｇ担当 吉田恵一(川

崎西Ｒ.C)様より礼状が届いています。 

3. 赤い羽根共同募金への協力お願いが「社会福祉法人 

神奈川県共同募金会」 会長 牧内 良平様より 

4. テレビ番組出演中止のお知らせ 道路光事藤沢より 

5. 2009-10 年度『ニュースレター（第 2 号）』配信の件 

① ニュースレター配信の目的 

② 貴クラブからの投稿のお願い 

 

【幹事報告】               鈴木眞一幹事 

１．文書着 

 ◆川崎大師R.C 

  平成21年10月 7日（水）例会場変更 

     場所：川崎大師平間寺 信徒会館 2階 大広間 

 キリン横浜ビアビレッジ 

  平成21年10月21日（水）職場訪問移動例会 

        ※日本盲導犬協会神奈川訓練センター 

        ※横浜歴史博物館 

     例会場：川崎グランドホテル 

◆川崎中央R.C 

  平成21年10月 5日（月）職場訪問 通常例会終了後 

                国会議事堂 

  平成21年10月12日（木）休会 

◆新川崎R.C 

  平成21年10月21日（水）移動例会 職場訪問例会 

                陸上自衛隊朝霞駐屯地 

 

２．会報 

 ・新川崎R.C        第 731回～第 733回     

・川崎西R.C        第2139回～第2141回 

 

 

 

 

 

■会長 大野 勉    ■幹事 鈴木 眞一 

第 840回 例会記録 平成 21年 10 月 2日（金） S.A.A 委員長 志村幸男 

      



【出席委員会】                山崎委員 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 840回 24 17 7 - 70.83％ 

第 839回 24 19 5 3 91.67％ 

第 838回 24 18 6 2 83.33％ 

【ニコニコ委員会】             安藤優委員 

  第 840回（件数）   合 計 

ニコニコ     14件       ￥16,500 

●お客様 

◇ 大曲和彦様（第 2700地区柳川 RC）元会員 

 「昨日はお世話になりました」 

●当クラブ 

◇大野会長「昨日はおいしい食事を福岡の方々とありがとう

ございました」 

◇鈴木幹事「今月もご協力よろしくお願いします」 

◇鈴木憲治会員「いよいよ 10 月は米山月間ですご協力お

願いします」 

◇安藤優会員「洪蓮さん卓話をよろしくお願いします」 

◇梅澤会員「赤い羽運動に参加してきました」 

◇ 梶会員「10 月 14 日関税会バス研修会人数不足です 

ご参加下さい」 

◇ 森曻会員・親松会員・長瀬会員・河島会員・碓井会員 

安藤則雄会員・鈴木豊成会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

【米山記念奨学】            鈴木憲治委員長 

  第 840回（件数）   合 計 

米山奨学     5件       ￥50,000 

 ◇安藤優会員「初孫誕生を祝って」 

 ◇親松会員・平澤会員・河島会員・梅澤会員 

【雑誌・広報委員会】            長瀬委員長 

 ロータリーの友 P5〜16職業奉仕を考えると題して 

 四つのテストが詳しく書いてあります 

 P17〜21米山月間の記事 

 P21には地区別寄付額・功労者数・奨学生数の集計表 

【卓話】            米山奨学生 洪蓮さん 
 

 
※卓話は別紙に記載してあります 

 
  久留米北 RC北原さんとバナー交換する大野会長 

 

【クラブ奉仕委員長会議報告】  山下クラブ奉仕委員長              

野坂ガバナー  

1． ロータリー活動の土台となる委員会である 

2． 例会の充実、出席率を高める 

上野パストガバナー 

 クラブ奉仕委員会はロータリーの第一奉仕部門であり、

クラブの機能を充実させる為にロータリアンが取るあら

ゆる行動である。現在 2590地区のロータリアン数は 2422

人で、昨年度だけで−140人となった。又、出席率も年々 

減少し、昨年度は地区平均 84.09％となった。会員数の 

増強、出席率の向上の為に今まで以上にクラブライフの 

充実が必要である。1．卓話の充実 2．例会プログラム 

3．炉辺、テーブルミーティング 4．その他（同好会）の 

見直しについて考え方を述べられました。ロータリーの 

例会の持つ意味に付いてはロータリーの 2本柱の「親睦」 

と「奉仕活動」の場であり親睦とはフェローシップ、奉

仕の心の形成、例会が親睦を醸成する場、とのお話があ

りました。 

【プログラム委員会】          鈴木憲治会員 

 10月 23日の例会は地区米山記念奨学委員長卓話です 

【ゴルフ同好会】          事務局 鈴木憲治 

 11月 26日ゴルフコンペは太平洋クラブウエストコース 

 で行います 

【四つのテスト】               河島会員 

【点鐘】                  大野会長 

【会報委員会】               

 会報委員会炉辺を 10 月 7 日 18：30〜行います 

                  文責 河島光男 

 



卓話                米山奨学生 洪蓮 

 
今回の卓話では、私の近況について簡単に報告させていただきたいと思います。 
実は先月の９月、私はほとんどの日を修士論文の一環であるインタビューに費やしま

した。都内のいろんなところを歩き回りまして、同じ東京都っていっても、地域によっ

てこれだけの違いがあるんだなぁと実感しました。町の風景はもちろん、区と区の貧富

の差、また、それによる公共施設及び福祉サービスの充実度の違いなども感じることが

できました。 
 また、今回のインタビューで留学生がため、日本人学生より得したなと思ったことも

あります。それは、インタビューの依頼にどの事業所も快く承諾してくれたことです。

というのは、ご承知だと思いますが、福祉の現場は人員不足でとても大変ですし、それ

に、個人情報の問題もありますので、学生のインタビューまではなかなか応じてくれま

せん。それが、中国から来て、いま大学で日本の社会福祉の勉強をしていますと、真摯

にインタビューのお願いをしてみたところ、依頼をした十数カ所の事業所全部からよろ

しいとの返事を頂きました。本当に予想外の展開でもありました。 
そして、取材に行くと、お忙しい中でも施設長の方々が本当に親切に応対してくれまし

た。インタビューもいつも話が弾んで、予定の１時間を大幅にオーバーして２時間に及

んだりもし、研究テーマとはずれた話で盛り上がったりもしましたが、いろんな話がで

きて、インタビューに伺うときはとても緊張したものの、本当に楽しい、実りのあるイ

ンタビューができました。 
 これで、インタビューそのものは９月いっぱいで終わりましたので、これからは、論

文の締め切りまで、あと３ヶ月しかありませんが、インタビューした内容を分析したう

え、論文の作成に全力投球するつまりであります。 
 インタビューは何事もなく無事に終わって、論文に用いるデータも十分に得られたと

は思いますが、やはりこれからが勝負で、本当に３ヶ月の間に、まともな修士論文が書

けるかは実はすごく不安です。私だけではなく、たぶん留学生であればおそらくみんな

文章の作成が一番苦手ではないかと思います。思い出せる言葉が限られていて、自分の

考えをきめ細かく詳述するまではなかなかできません。求められている文字数に満たず

悩むことも多々あります。と言っても、乗り切るしかないと私はいつも前向きに受け止

めることにしています。 
 そして、２月に修士論文の口述試験がありまして、その試験が通ったら修士の学位が

取れるので、そこまで気を抜かず学習に集中していきたいと思います。その間、ロータ

リーの活動があれば、息抜きで参加してもいいなぁと思います。 
こうしてインタビューも研究も計画通りスムーズに進んでいるのは、やはりロータリ

ーの皆さん方の支援があったからこそここまでできたことなので、もう一度この場で感

謝の気持ちを申し上げたいと思います。 
 ロータリーの奨学生になって、本当にあっと言う間に半年が過ぎました。月１回例会

に参加して、今まで奨学金をもらっていますが、正直のところ、この半年間、これだけ



の応援をしていただけるほどの成績も出していないし、といってロータリーの活動にも

積極的に参加できていません。こう思うと、やはりロータリーを支えている会員の方々

には申し訳ない気持ちでいっぱいです。でも、いつになっても、ロータリーが、私の一

番さまよう時に手を差し伸べてくれたことには変わりがありません。いつになっても私

はロータリーの精神を忘れず、川崎麻生クラブの奨学生として、ロータリーが誇れる一

人前の人間になって、社会に貢献できたらと思います。 
 それで、私もあと何日で、日本での留学生活も７年になります。この７年間本当に日

本でいろんな経験と知識を身につけてきました。これらすべては、本当に私にとってか

けがえのない財産であり、きっと私の夢を叶えてくれる原動力にもなると思います。私

は、産んでくれた親にも感謝しますが、ここまで私にいろんなことを教えてくれた日本

にも本当に心から感謝しています。 
いつまで日本に残るかは実は全然未定で、正直なところ、日本の生活にもう慣れてい

て、なんかきっかけがないと帰る一歩がなかなか出せないのではと、自分自身でも混乱

しています。でも、将来的にはやはり帰って、日本で学んだことを活かしていきたいと

思うので、本当にロータリーが望むような、日本と中国の架け橋になったらそれ以上の

ものはないと思います。 
まだまだ未熟な私ですが、これからも暖かく見守ってください。よろしくお願いしま

す。 
 それでは、以上をもって今回の卓話は終了にさせていただきます。 
 
 
 


