
第１２６１回例会１２月２１日（金）クリスマス家族会    ホテルモリノ 

第１２６２回例会 １月１１日（金）理事役員会⑦、新年例会 リストランテ「アベーテ」 

第１２６３回例会 １月１８日（金）幹事の日         百合ヶ丘カントリークラブ 

 

 

【点  鐘】               大野 勉 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【S.A.A .】                  森 啓伊 委員 

【ソング】    ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】         大野 勉 会長 

◆モハマド・ミカル君（米山奨学生） 

 

 

 

 

 

 

 

◆竹尾光君（前年度ロータリー派遣学生）とお母様 

【会長報告】              大野 勉 会長 

１．ガバナー事務所より 

2018-19 来日学生・2019-20 派遣学生交流スキーキャンプ

のお知らせ 2019年 1月 12日（土）～14日（月） 2泊 3日 

パルコール嬬恋スキー場 

２．「ハイライトよねやま 225号」がメールで届く。 

３．川崎鷺沼 RC より 今年度合同ＩＭのご案内資料が届く。 

 2019年 2月 5日（水）13:00登録 13:30点鐘 ホテルＫＳＰ 

第１、第２、第３グループの合同 IM 

 ※パンフレットとプログラムのコピーは棚にあり。 

  第１、第２、第３グループの合同 IM 

※横浜地下鉄３号線の発起人会開催案内が届いています。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】             青戸 慶太 幹事 

★例会変更 

◆川崎中央ＲＣ ◎12/17（月）⇒12/18（日）クリスマス家族会 

13:00点鐘 川崎日航ホテル ◎12/24（月）休会 ◎12/31

（月）休会 ◎1 / 7（月）⇒1/8（火）新春4クラブ合同例会 

(川崎南RC、川崎大師RC、川崎マリーンRC、川崎中央

RC)12:30点鐘 川崎日航ホテル ◎1 /13（月）休会 ◎1 

/21（月）新春夜間例会 18:30点鐘 サンピアンかわさき 

◆川崎マリーンＲＣ ◎1 / 3（木）休会 ◎1 /10（木）移動例会 

新春4クラブ合同例会 12：30点鐘 川崎日航ホテル  

◎1 /24（木）夜間移動例会 川崎大師参 東急REI川崎キン

グスカイフロント 

◆横浜南央ＲＣ ◎12/25（火）休会 ◎1 / 1（火）休会 

【出席委員会】            佐藤 達弥 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1260回 32 29 3  90.6％ 

1259回 32 27 5 4 96.9％ 

1258回 32 24 8 7 96.9％ 

 

 

 

 

 

［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：044-953-5111 

［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 

※第 5金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

第 1260回 例会記録 平成 30 年 12月 14日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 



【ニコニコ委員会】       中山 隆弘 社会奉仕委員長 

 第 1260回(件数) 合 計 

ニコニコ    24件 ￥24,000 

●会員 

◇大野勉会長【竹尾君よろしくお願いします】 

◇青戸慶太幹事【竹尾君よろしくお願いします】 

◇臼井勉会員【１年間がんばりました】 

◇碓井美枝子会員【森さん優勝おめでとうございます】 

◇志村幸男会員【森さん優勝おめでとう】 

◇鈴木憲治会員【1000円はにこにこ。元会員の安藤則雄さん、 

安藤ﾏｻﾙさんと会食の余り950円ｱｻｵBOXへいれました。】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 

◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 ◇川崎航会員 

◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 ◇鈴木昭弘会員 

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員 

◇中山隆弘会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 

◇門間亜砂子会員 ◇雪井洋子会員 ◇蓬田忠会員 

     以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会】         臼井 勉 委員 

 第 1260回(件数) 合 計 

Ｒ . 財団    5件 ￥7,000 

◇臼井勉会員 ◇親松明会員 ◇鈴木眞一会員 

◇鈴木豊成会員 ◇山下俊也会員 

ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】       門間 亜砂子 委員長 

 1260回(件数) 合計 

米山記念奨学 3件 ¥5,000 

◇親松明会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 

    ご協力有難うございました。 

【親睦委員会】          佐藤 忠博 委員 

お子様プレゼントについて 

会員の方はご自分のお子さん、お孫 

さんのプレゼントを用意してください。 

お子さんの名前を書いておいてくだ 

さい。費用はクラブから支払います。 

※鈴木明弘会員より  

1月6日15：00より、第５回横浜サキソフォンアンサンブルの演

奏会が行われます。協賛金を募っております。よろしくお願い

致します。 

【職業奉仕委員会】       円城寺 広明 委員長 

1月25日は職場訪問の日で、夜例会を予定しております。訪問

場所は町田ゼルビアです。詳細はまた後日ご連絡します。 

 

【卓  話】     前年度ロータリー派遣学生 竹尾 光 

帰国報告「ドイツで何を学んだのか」 

〈カウンセラーである鈴木憲治会員より〉 

「２年前にカウンセラーとして試験に立ち会い、彼は優秀

な成績で受かりました。昨年８月より１年間ドイツに派遣

され、７月に帰国しました。」（※派遣プログラムのことは

末尾別枠の一口メモに載せてあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドイツに派遣させて頂きました竹尾光です。 

卓話の流れとして下記の点をお話ししたいと思います。 

●一年間の大まかな流れ 

●ドイツという国がどんな国で何を学んできたか。 

●将来についてこれからどうしていきたいか。 

ドイツでの一年間のスケジュール 

〈８月〉●ドイツに到着 ●ランゲージキャンプ ●学校開始 

〈９月〉●24時間マラソン 

〈１０月〉●Bonnのベートーヴェンハウスに行く 

〈１１月〉●チロル旅行 

〈１２月〉●クリスマスをベルリンで過ごす 

〈１月〉●ケルンで一昨年の来日生マーシャと会う 

〈２月〉●カーニバル ●カッセルで雪山に登る 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず昨年の８月 1日にフランクフルト空港に到着しました。私

が派遣されたのはフランクフルトに近い地域です。空港ではホ

ストファミリーやロータリークラブの方々に 

暖かく迎えて頂き安心しました。 

数日後に地区の派遣生が集まる一週間の 

ランゲージキャンプに参加しました。 

11月には二番目のホストファミリーとチロル 

旅行に行き、慣れないことで反省する点も 

 

 

 

最初のホストファーザー 

ローターさん 

 



ありましたが、素敵な景色でした。 

12月にはホストファミリーとベルリ 

ンでクリスマスを過ごしました。 

2月のカーニバルはドイツでは大 

きなイベントです。ローターさんは 

カーニバルに情熱をそそいでいて、 

一年の中で一番の楽しみだと言っ 

ていました。私も参加し楽しませて 

いただきました。 
 

〈３月〉●ヨーロッパツアー開始 

〈４月〉●ヨーロッパツアー 

●ホストチェンジ(１St→３ｒｄ) 

〈５月〉●テューリンゲン＆ベルリンツアー 

〈６月〉●ロータリーの修了式 

〈７月〉●日本帰国 

3月から 4月にかけて、他の派遣生たちと派遣生活最大のイ

ベント、ヨーロッパ旅行に参加しました。ルクセンブルク、パリ、

アビニョン、バルセロナ、ローマ、バチカンなどの都市をバスで

周りました。特に印象に残っているのはバルセロナです。パエ

リアはツァーで食べた物の中で一番美味しかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

またそれぞれの都市や観光地を回り、歴史や文化を学び、有

意義で貴重な旅行でした。５月のテューリンゲン＆ベルリンツ

アーは、楽しいというよりも歴史を学ぶことが多い旅行でした。 

その後ロータリーの修了式を経て７月に帰国しました。 

ドイツという国はどんな国？ 

●ドイツ人は基本的に真面目！  

●ご飯のメインは昼食で、朝晩は 

軽めの食事  

●サマータイムがあり夏は９時く 

らいまで明るい 

●気候は寒いけれど日本に似ている  

●戦争に対して非常に多くのことを 

感じている  

●ドイツ語は発音よりも文法が難しい  

●日本をどう思っているか 

⇒日本はアニメの印象が強い 

ドイツで学んだ一番のこと  

【Tante Emma】というお店 

●貧困家庭のために食材や 

生活用品を供給 

●従業員はみんなボランティア 

●スーパーなどで残ったものでまだ食べられるものを再利用 

●作業は腐った野菜の選別や重い荷物運び 

【24時間マラソン】 

●１０人チームで２４時 

間走る ●私はロータ 

リー方々と参加 

●体に不自由のある 

方たちとともに走る ●募金を募り、その募金で障がい者の方

たちのための家などの建設を行う 

【助け合いの精神】⇒【ドイツ人の戦争に対する意識】 

ローターさんから、ドイツは敗戦後、東西分裂→再び東西統一、

その間、周辺諸国からのサポートを受けたことにドイツ人は感

謝し、いろいろなことを支援している、とのことでした。 

将来について(これからどうしていきたいか  

一年間のドイツでの派遣生活の中で、言語や文化・歴史、ドイ

ツ人の人間性についてなど、多くのことを学ぶことができました。

また、他の団体の交換留学では体験することのできない、

Tante Emma や２４時間マラソンといったボランティア活動に触

れる機会も多く、とても充実した一年となりました。これからは

自分自身がそのような活動のできる人になれるよう、ローテック

スとして活動をしながら、派遣前からの「教師になりたい」という

目標だけでなく、この貴重な経験をより活かせる将来を模索し

ていきたいと思います。有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】                  鈴木 眞一 会員 

【点  鐘】                      大野 勉 会長 

 

 

【 会 報 委 員 会 】  

文責：佐藤 達弥 委員      写真：川崎 航 委員長 

 

 

 

 

 
ソーセージが美味しい 

 

ロータリー青少年交換プログラムとは 

◆15～19歳の学生が約１年間海外に留学 

◆現地ロータリアンの家庭にホームステイ 

◆現地の学校に通いながら言語や文化などを学び、

友人をつくる 

◆日本と海外の国々との懸け橋を作るという意義の

あるプログラム 

◆相互理解を促進する「小さな親善大使」 

◆世界中にネットワークを有し、奉仕を理想とする

ロータリーでなければ成功に導けないものです 

※派遣と受入れがあります。 

 

一口メモ 



 

 

 

 

 

 

 

 台湾米山学友会総会 ― 第８代理事長決まる ― 
今年は台湾米山学友会が発足して 35 周年です。12月 1日 に開かれた年次大会には、学友や家族、国

内外からのゲストら 総勢 120人以上が集まり、当会からは齋藤直美理事長、若林紀男副理事長、武田和

夫常務理事、水野功常務理事が参加。大会では、呉憲璋理事長より任期最後の挨拶や、台日ロータリー国

際親善会の李兆祥理事長から祝福の言葉が贈られたほか、学友を代表して許國文元理事長と林華明パスト

ガバナーがスピーチをしました。また、同学友会が支援する日本人奨学生の 5人も、中国語と日本語でそ

れぞれ自己紹介をしました。続いて、齋藤理事長と徐重仁初代理事長が 35 周年の記念ケーキに ナイフ

を入れ、喝采を浴びました。今大会では役員改選が行われ、投票の結果、第 8 代理事長に郭錦堂さん

（1984-86／相模原中ＲＣ）、幹事長に黄秀婕さん（1996-98／盛岡 北ＲＣ）が就任し、そのほか常

務理事・理事 16人、監事 5人が選ばれました。来年 1月から新役員での体制がスタートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木憲治会員が 12月 1日に台湾で開催された台湾米山学友会総会に出席されました。 

ハイライト米山 225号に掲載された記事を流用します。 


