
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1298回 （本年度 27回） 

平成 27年 2月 2 日（月）  
 
第 2グループ 6RC合同親睦例会 

点  鐘  

司  会    

唱  和 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 宮崎 玲児 出席委員 

本日の欠席者：河合会員、高瀬会員、髙木会員、古越会員 

  

会長報告  小 林 正 樹 会長（ 1月 22日）  
 
１．理事会報告 

２．川崎稲生 RC より、創立 25 周年記念例会のご案内が届いてお

ります。 

日時：平成 27 年 3 月 20 日(金) 点鐘 15：30 

場所：柏 屋 

３．新横浜 RC より、南アフリカ学習者支援プロジェクトのパン

フレットが届いております。 

また、スポンサーの河合 束会員、市川功一会員、小林正樹

会員宛に子供達の成績証明書が届きましたのでお渡し致し

ます。（ 当クラブサポート 2 名の成績表回覧 ） 

幹事報告  髙 瀬 建 夫 幹事（1 月 22 日） 
   
１．地区からの来信 

①2015-16 年度 地区研修･協議会開催のご案内が届いており

ます。 

日時：2015 年 3 月 29 日(日) 12：30-18：30 

（登録 11：30～ 昼食準備あり） 

場所：聖光学院中学･高等学校 

※出席対象者には、会田次年度幹事よりご案内をお渡し致

します。ご出席の程、よろしくお願い致します。 

 

②米山奨学生世話クラブの依頼がきております。（理事会にて

協議） 

 

③ロータリー為替レートのお知らせが届いております。2 月も

1 月から変更なし 1 ﾄﾞﾙ＝118 円との事です。 

   

２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎とどろき RC 

2 月 2 日(月)  

第 2GP 合同親睦例会 KSP ﾎｰﾙ 点鐘 18：00 

●川崎中 RC  

2 月 3 日⇒2 日(月)  

第 2GP 合同親睦例会 KSP ﾎｰﾙ 点鐘 18：00 

3 月 17 日(火)  休会 

●川崎多摩 RC  

2 月 12 日⇒18 日(水)  

ＩＭ参加 ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ 

●川崎百合丘 RC  

2 月 17 日⇒18 日(水)  ＩＭ参加 ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ 

3 月 17 日(火) 休会 

3 月 31 日(火)移動例会「とん鈴」点鐘 18：00 

●川崎大師 RC  

2 月 18 日(水) 移動例会ＩＭ参加 

2 月 25 日(水) 創立 42 周年記念例会  

横浜大桟橋 ﾛｲﾔﾙｳｨﾝｸﾞ 

●川崎高津 RC  

2 月 19 日⇒18 日(水) ＩＭ参加 ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ 

3 月 26 日(木) 移動例会 花見夫人ﾃﾞｰ  

隅田川屋形船 点鐘 18：00  

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  

2 月 19 日 (木 ) 川崎 RC と合同例会 川崎日航ﾎﾃﾙ

 点鐘 12：30 

2 月 26 日(木)  休会 

●横浜あざみ RC  

2 月 25 日(水) ＩＭ移動例会 鶴見区民ｾﾝﾀｰ 

   

３．他クラブ会報の回覧   

川崎南 RC、新川崎 RC、川崎鷺沼 RC、川崎中 RC、川崎

とどろき RC、川崎高津 RC 

 

４．次週 2 月 12 日(木)は、定例早朝例会です。 

ホテル精養軒にて 点鐘 7：30 

  お間違えのないようご出席ください。 

 

次期ガバナー補佐挨拶 
川崎中原ＲＣ  

小泉正博会員 

 2015－16年度のガバナー補

佐の委嘱を受けました。皆さ

んの足を引っ張らないよう、

少しでもロータリー活動に

寄与できればと思っており

ます。皆様のご協力をお願い申し上げます。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １６名 ８名 ８０．００％ 

前々回(1月 15 日)欠席 5名 Make up 1名 90.91％ 

 

 

 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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会長・小林 正樹  幹事・高瀬 建夫  会場監督・若狭 滋則  会報委員長・都倉 八重子   

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『ロータリーに輝きを』 ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＲＯＴＡＲＹ 

ＲＩ会長 ゲイリーC.K.ホァン 第２５９０地区ガバナー 大野 清一 



 

 

新会員紹介 

徳安会員 

 

 

 

懇親会カラオケ大会  松川会員 

 

 

 

 

若狭会員 

 

 

 

若狭会員  リリーさん 

ニコニコ報告   宮崎 玲児 親睦委員 
 

「みんなニコニコ」  

年に一度の 6クラブ合同親睦例会です。 

小林 正樹会長・小泉 正博 会員・徳安 久是 会員 

若狭 滋則 会員・歌崎 勅男会員・山本 剛 会員 

会田 公雄会員・市川 功一会員・都倉八重子会員 

鈴木 次男会員・松川 正二郎会員・島田 叔昌会員 

仁上 喜久夫会員・戸張 裕康 会員・黒澤 穣 会員 

宮崎 玲児会員 

 
交換学生 Lily・Ann・OVING 挨拶 （原文） 
皆さん、こんにちは。 

私はオビング・リリー、そして私は昨年の8月カナダから来
ました。 
多分皆さんはアメリカの事をたくさん知っています。でも、
カナダとアメリカは同じじゃないですよ! 私はカナダ人で
も私は少しだけ知っています。なぜならば、カナダはすごく
大きい国です。たとえば、カナダの小さなヌファウンドラン
ド州は日本と同じサイズです。だから、私はただ私の州の説
明を出来ます。 
私の州はオンタリオ州です。オンタリオ州はカナダの一番

南の点です。たくさんの人は南が一番暖かいと思っています。
これは違います。カナダの一番暖かい州はバンクバー州です。
私の州の冬はすごく寒くなります。正月でマイナス10度の日
は一般です。そしてオンタリオ州は広い湖が近いので毎冬た
くさん雪が降ります。 1メートルほどつもります。だから川
崎の冬は秋と同じです。私の心は「雪はありません。ですか
らこれは冬じゃない」と思っています。私は日本の冬が大好
きです。 
そして、カナダの夏にくらべて、日本の夏はとても暑いで

す。日本に来た時はとても暑くて、私は死にそうでした。だ
から私は日本の暑い夏よりカナダの寒い冬は大丈夫です。カ

ナダの4つの季節で、私はカナダの春が一番好き、だけど夏と
冬で私は一番多いスポーツをしていました。 
夏で私は乗馬とバドミントンとサッカーとバレーボールを

していました。バドミントンとバレーをする時は湖に行く時
です。私の家族のコテージはビーチに近い、だから毎日私達
はビーチに行っていました。湖で私達は泳いでいました。そ
の後私達は時々バレーをしていました。疲れた時、私達帰り
ます、そしてひと休みをします。つまらない時、私と姉さん
と妹と母さんはバドミントンをしていました。時々私のおば
あさんとおじいさんもしていました。いつもチームの名前は
「右利き」と「左利き」です。私と姉さんとおじいさんは左
利きです、だから私達は「左利き」なチームです。でもそれ
はただコテージに住む時です。私の家に住む時は少し違いま
す。 

私の家に大が3匹います。だから、私達は毎日散歩をして
いました。だけど夏は特別です。学校に行きません。だから
私達はすごくつまらないです。それから私と姉さんと妹と犬
達でサッカーをしていました。そのサッカーは本当のサッカ
ーじゃないです。でもそのサッカーは楽しいサッカーです。
学校に近い公園で遊んでいました。 
夏の7月から8月は学校の夏休みです、だから私と私の友達

「テード」は乗馬をしていました。乗馬はいつでも出来るス
ポーツ、私達は夏が一番自由です。私の友達が自由な時、私
達は一緒に乗馬をしていました。私達はウェスターン乗馬を
します。ウェスターン乗馬はのんびりします。私達は山の森
に行っていました。ゆっくりな乗馬です。私はこの乗馬が大
好きです。 
カナダで冬のスポーツも一般です。私の家族はスケーチン

グをしていました。毎土曜日、私達はリンクに行っていまし
た。 1時から4時はスケーチング時間でした。カナダにたくさ
んリンクがあります、だから毎週違うリンクに行っていまし
た。それはすごく楽しいです。 
次は私の学校についてです。カナダと日本の学校のクラブ

はすごく違います。多分これはただ私のカナダの学校、だけ
どカナダで高校生は学校のスポーツは重要と思いません。多
分他の学校は違います。私のカナダの学校は理科と数学は重
要と思っていました。 
カナダの学校で皆は自分の授業をえらびます。私は理科が

好きだから昨年で私は3つの理科の授業をしました。カナダで
高校生はただ4つの授業をします。毎日は同じです。半年間の
後で、4つの新しい授業を選びます。だから、1年間で、カナ
ダ人はただ8つの授業をします。その8つの授業は自分の好き
な授業です。私はこれがすごく自由と思います。 
他の自由物は服です。カナダの学校で制服はありません。

だから学生は好きな服を着ます。そして、食べ物も自由です。
カナダの高校生はいつも自分のお弁当を作ります。昼ごはん
を買う学生はめずらしいです。だから高校生の半分ほどはお
弁当を作ります。他の半分(たとえば私)は昼ごはん時帰りま
す。私はいつも自分の家で昼ごはんを食べていました。カナ
ダで、学生の家はふつう学校の近くです。私の家から私の学
校は5分の散歩でした。 
日本の学校でたくさんの休みの日はあります。カナダの学

校で休みの日は少しめずらしいです。でも、日本の冬休みと
夏休みよりカナダのはもっと長いです。カナダで、たくさん
人は新年は重要と思いません。カナダの冬休みの一番重要の
日はクリスマスです。だから、日本よりカナダの冬休みは少
し早いです。新年は私と私の家族で寝ます。 
冬休みでたくさん人はクエベク州に行きます。冬休み時ク

エベク州のモンテリアルで大きい祭はあります。その祭の名
前はボノムカルニバル。日本語で、それは「雪達磨のまつり」
です。すごく寒い、でもすごく楽しいです。これはカナダの
一番大きい祭です。 
これスピーチで私はただ自分のわかることを話しました。カナ
ダでたくさんの他の楽しいことはあります。ありがとうござい
ました。 

ニコニコボックス 本日 19,000 円 累計 516,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 60,000 円 

 


