
 

 

【点 鐘】                 碓井会長 

 

【例会場】         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

 

【ソング】               長瀬 SAA委員 

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 

【ゲスト・ビジター紹介】          碓井会長 

 ビジター 横浜あざみＲＣ 伊藤エイミーまどか様 

      川崎百合丘ＲＣ 野島 敏昭様 

      川崎ＲＣ    白井 勇様 

【米山紹介】                山下会員 

２０１３年度米山奨学生・カウンセラーためのオリエンテ

ーション参加報告及び大学学部・大学院等対象者紹介 

日 時：2013年４月 20日(土)14：00～19：00 

場 所：ウィング横浜 12Ｆ 

（内容 第一部 14：30～15：50） 

2013年度米山奨学生・カウンセラー 

（第二部 米山奨学生・カウンセラー合同オリエンテーシ

ョン 16：00～17：30） 

（第三部 懇親会 17：30～19：00） 

○大学学部・大学院等対象者紹介 

 牟 元凱（Mon Yuankai）君 

 国籍地 中華人民共和国 出身地 上海 

 性別 男性 生年月日 1987.10.20 25歳 

 過去の米山奨学金受け取り実績 無 

 2013年 4月からの在籍校 

 昭和音楽大学大学院音楽研究科音楽芸術運営専攻 

 現住所 川崎市麻生区百合丘 

○牟 元凱君挨拶 

 皆さん初めまして。牟 元凱です。 

 今年度から、麻生ロータリークラブの皆さんのお世話に

なります。どうぞ、よろしくお願い致します。 

 大学院では、修士学位を取得したいと思っています。大

学院では、アートマネジメントについて学んでおり、コン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サートやオペラ、演劇を企画・製作するために様々な知識

を得るだけでなく、日本と中国両国の文化交流に役立てる

ようになりたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      （挨拶中の 牟 元凱 君） 

 

 日本において、芸術に関する分野で就職したいと考えて

おり、将来的には、マネージャーやプロデューサーとして、

日本と中国両国で活躍し、両国の文化交流も行っていきた

いと考えております。 

 どうか、今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1005回 例会記録 平成 25年 4月 26日（金） S.A.A 委員長 山下 俊也 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

第 1006回例会 5月 10日（金）理事役員会⑪(新旧) クラブフォーラム 

第 1007回例会 5月 17日（金）会員卓話 

第 1009回例会 5月 24日（金）クラブフォーラム 次年度５大奉仕委員会 

［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］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300or移動例会 

 



【会長報告】              碓井会長 

1. ガバナー事務局より 

2014 年度 ロータリー平和フェロー候補者募集のお

知らせ 

社会奉仕への熱意と平和に尽くす意欲のある個人へ

修士号取得などの機会を提供し、将来のリーダーの育

成、強化を目的にしているものです。 

申請希望者がありましたら、手続きを致します。 

2. 横浜東ローターアクトクラブより、例会の案内 

5/7（火）19：30～21：00 ホテルキャメロットジャ

パン 会員のイニシエーションスピーチ他 

【幹事報告】              志村幹事 

1. 川崎高津南ＲＣより例会変更のお知らせ 

5/20（月）→5/22（水）～23（木）に変更 認証状伝

達式祈念例会（移動例会） 

6/3（月）→6/2（月）に変更 多摩川河川敷美化活動 

2. 川崎幸ＲＣより例会変更のお知らせ 

6/7（金）移動例会 親睦一泊研修旅行 山梨 

6/22（金）夜間例会 午後 6時点鐘 川崎日航ホテル 

6/28（金）休会 

3. 梶会員が横浜山手ＲＣにて 5/8（水）卓話に伺います。 

4. 志村会員の絵が月刊「美術の窓」5 月号に掲載されて

います。 

5. 会報着  横浜あざみＲＣより 4/7No.39  Weekly 

Report第 1039回例会 

【出席委員会】                梶委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 1005回 23 21 2 -  91.3% 

第 1004回 23 16 7 7 100％ 

第 1003回 23 20 3 3 100% 

 

【ニコニコ委員会】             蓬田委員 

  第 1005 回（件数）      合    計 

ニコニコ    21件 ￥21.000 

 

お客様 

 横浜あざみＲＣ 伊藤エイミーまどか様 

         本日はよろしくお願い致します。 

 川崎百合丘ＲＣ 野島敏昭様 

         35 周年には大変お世話になりました。 

 川崎ＲＣ    白井 勇様 

         いつもお世話になります。よろしくお 

         願い致します。 

  ●当クラブ 

◇碓井会長【お客様の伊藤様、野島様、白井様、米山奨    

      学生牟様ようこそ】 

◇志村幹事【同上】 

◇臼井会員【連日ゴルフ疲れです】 

◇親松会員【妻の誕生日お花ありがとうございました】 

◇木村会員【帰国したらすっかり春になっていました】 

◇鈴木（昭）会員【妻の誕生日に素敵な花束ありがとう 

         ございました。】 

◇山下会員【米山奨学生牟君よろしくお願い致します。】 

◇梅澤会員◇尾作（均）会員◇梶会員◇佐々木会員 

◇鈴木（眞）会員◇鈴木（豊）会員◇花輪会員 

◇林会員◇森会員◇雪井会員◇蓬田会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【親睦委員会】           大野会員 

 来月は当日賞お二人いらっしゃいます。 

 鈴木豊成会員   山下俊也会員 

【2013～2014年度地区協議会報告】  鈴木（昭）会員 

Ｒ情報・広報・ＩＴ部門 

10の地区方針とともに分科会に分かれ、4つのテーマにて

発表が行われました。 

1. 研修の重要性 

2. 各クラブにおいて研修会など活発に行う 

3. 公共のイメージと認知度の向上 

4. 認知度の向上とメディアの活用 

 

【来訪挨拶】 

○お客様 横浜あざみＲＣ 伊藤エイミーまどか様 

 皆様のお知り合いで、コーラスをやっていらっしゃる方

はおいででしょうか？あざみＲＣでは 9/11 にアマチュア

合唱団による復興支援コンサートを企画中です。アンケー

トにご協力いただける合唱団を探しています。どうぞよろ

しくお願い致します。 

 

【メークアップ報告】   木村良三会員 

 現在カナダのリッチモンド スチーブンソンで妻子が

在住しています。約 140年前に日本人漁師が開拓、さけ缶

工場を始めました。そうしたことから和歌山県出身者が多

い地域で、日本に由縁ある地名が多いところです。 

 地元のＲＣにメークアップしたのですが、毎週火曜日の

早朝 6：45に点鐘で、出席率は 13%程度であったことに驚

きました。ユニクロやフランフラン等日本企業の広告を手

掛けるスージー若井さんと言う女性にお話を伺ったので

すが、日本のＲＣとは違い、仕事優先ということが重視さ

れ、寄付によって出席に変わるものとされています。やは

り、ＲＣでも国や地域によって考え方が違うということを

改めて知りました。 

 

 

【四つのテスト】                花輪会員 

【点鐘】                  碓井会長 

【会報委員会】           文責 尾作 均 


