
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1322 回 （本年度 5回） 

平成 27年 8月 6日（木）  

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   戸 張  裕 康 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 江口 進 親睦委員 

欠席者：古越会員、神谷会員、髙木会員 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長    

王 妙涓 Hiroka 様 
（RI 第 3520 地区台北楽群扶輪社）  

青山 優子 様（ゲストスピーカー・ 
2014-15年度R青少年交換学生）  

梅津 和徹 様（前年度 地区R 青少年交換委員長 
地区R青少年交換委員・横浜田園 RC）  

増田 真路 様（川崎宮前 RC・会長）  
松下 幸夫 様（川崎北 RC）  
都倉 直子 様（ROTEX）  
丁  中斐 様（米山奨学生）    
お客様ご挨拶 
 
 
 
 
 
 

 

 
皆さんこんにちは、昭和 52 年に青山学院の教育学部へ
留学生として参りました。その後、帰国し平成元年に

夢であった幼稚園を開くことが出来て 25 年になりま
す。台湾ではラッキークイーン RC の友人に誘われて
入会しました。人に良くしてあげる事の大切さが縁を
造っていくことだと思います。本日も縁あって中原 RC

さんにお邪魔しました。これからもよろしくお願いし
ます。 
 
 

 
会員お祝い 誕生日おめでとうございます！  

工藤 和弘 会員 
S.37・8・11 生 
 
江口  進 会員 
S.39・8・20 生 
 
髙木謙太郎会員 
S.57・8・31 生 

 

会長報告 市川 功一 会長（８月２０日） 
 
◇理事会報告 
①会長案件 
 ・６RC合同例会（幹事ｸﾗﾌﾞ：川崎鷺沼 RC・川崎宮前 RC） 
  2月 24日(水) ＫＳＰ 点鐘 18：00  講師：加治将一氏  
 ・ＩＭ の件（ 幹事ｸﾗﾌﾞ：川崎宮前 RC ） 
  2月 9日(火) エポック中原にて開催。  
懇親会を川崎中原 RCが担当 宮前 RC と打合せ  

②クラブ奉仕委員会： 
 ８月および９月のプログラム承認 
  8/27 クラブフォーラム（クラブ奉仕）河合副会長担当  
  9/ 3  会員お祝  

卓話「職業講話と中学生」中原中学校佐藤真一先生 
  9/10 早朝例会 研修会①  

「ウェブサイトで学ぶロータリー」小泉正博会員 
  9/17 休会 
  9/24 卓話「ネパール･マリージャナタ小学校の給食支援」

横浜戸塚 RC 平山正義樣  
③職業奉仕委員会：職場訪問の件  
日本理化学工業の予約状況により、11/26 の予定を 3 月に
変更  

④社会奉仕委員会：中原防犯協会へのネットの寄贈について 
川崎北 RC・川崎中 RC・川崎とどろき RCの４RC協賛にて実
施予定。10月 18日中原区民祭で配付。   

⑤国際奉仕委員会：国際奉仕活動に関するアンケートについ
ては、8月 28日までに提出  

⑥その他 ＢＧＭの音量の件・ホームページ更新の件 
 
*************************************************** 
１. 地区より、7月 1日会員数（7月 1日入会者を含む）に 
ついての問い合わせがきております。 

 
２．第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ第 2回会長･幹事会開催のご案内 
  日時：2015年 9月 9日(水) 点鐘 18：00 
  場所：溝口 聘珍樓 ＡＮＮＥＸ  
幹事報告 会田 公雄 幹事（８月２０日） 
１.地区からの来信 
①ロータリーの友事務所より、『ロータリーの友』
2015-16年度12月～3月号、5月号の表紙写真を再募集
のご案内が届いております。締切：2015年10月10日 

 紙焼き四つ切りサイズ お一人3点まで  

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 ２０名 ５名 ８６．９６％ 

前々回(7月１６日)欠席５名 Make up １名 ９５．４５％ 

 

  

 

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） 
 

 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2015～2016 
 

会長・市川 功一  幹事・会田 公雄  会場監督・高瀬 建夫  会報委員長・戸張 裕康   

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 

 

『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 

  

奨学金贈呈 



 

②ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換 2014-15年度派遣学生帰国報告  
並びに 2015-16年度来日学生歓迎会開催のご案内 
日時：2015年9月5日(土) 14：00-17：00 
場所：さんぴあん かわさき 第3会議室 

※青山優子さんも参加されますので、ｸﾗﾌﾞからの参加
者を取りまとめて地区あてに報告致します。 

 
２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎宮前RC  
9月 8日(火) 移動例会→通常例会に変更 

 9月22日(火･祝) 休会 
●新川崎RC  
9月 2日(水) 親睦納涼例会 ｼｰﾊｰｽﾞ ﾊﾟﾚｰﾙ本店 

 9月23日(水･祝)・9月30日（水） 休会 
●横浜あざみRC 
 9月9日(水)  川崎北RCと合同例会 点鐘12：30 
  ｸｲｰﾝ･ｱﾘｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ日吉    

３．川崎大師RC・川崎宮前RCより活動計画書をお送り
いただきました。（回覧）  

４．他クラブ会報の回覧 川崎宮前RC 
 
本日のミニ情報  
 
今日のお客様は台湾の RCから王さん、中国の米山奨学
生の丁君、そしてブラジル帰りの青山さんと国際色豊
かなになりました。 
私も１週間ほどイギリスに行っていました。湖水地方
とエジンバラ、そして小さな町リンリスゴー。ここは
パブの上に部屋がありそこに宿泊しましたが、驚いた
のはここがリンリスゴーRCの例会場だったのです。 
人口 5000人の町で会員は何人なのか、パブでの例会は
どんなものかとても興味がわきました。 
 

卓 話  「ブラジル留学と将来の夢」 

青山 優子様（ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換学生） 
 
●私の住むフランカ市とは？ 
 サンパウロ州のサンパウロ市
から車で約 5 時間北に行ったと
ころ。ちなみにブラジルの首都
はサンパウロやリオデジャネイ
ロではなく、ブラジリアである。 
 
●ブラジル人の国民性・お国柄 
 愛のある人たちでとても陽気、
その反面とても寂しがり屋。何

とかなるというポジティブシンキング、言ってしまえ
ば無責任な人が多いため、沖縄タイムよりも遥かに緩
いブラジルタイムが存在する。例えば、パーティーで
午後 4時集合であれば人が現れてくるのは 6時ごろで、
全員が集まるのは 8時を過ぎることもある。 
 
●辛かった時期 
 初めの 2 週間は全く何も伝わらなくて、意思疎通が
できないことのもどかしさ、悲しさを痛感。猛勉強で
習得した後は、毎日が新鮮でより濃く充実していた。 

 
●人との関わり特に家族との関係が日本と異なる 
 ブラジル人は、いつも家族にお礼の言葉や愛してい
るなど愛の言葉を言うが、日本人の私がしばらく両親
とスカイプで話していないことを知ると、今すぐに話
しなさいや感謝の心を持っていないの？などと注意さ
れた。家族の捉え方は国によって違うことを実感した。
また、日頃からブラジルで周りの方々に温かい言葉を
伝えられた私は、伝えることの大切さを実感した。今
では私の周りの人たちにそのような温かい言葉を伝え
るようにしている。 
 
●ブラジルの政治に興味を持つ 
 ホストファーザーが政治に詳しい方で、いつも話を
してくれた。身近に政治を感じ、興味を持ち始めた。

それから、ブラジルの政治の現状を知るように．．．。 
 
●将来は、教育の質を高める仕組みを作りたい！ 
 きっかけは、ホストマザー校長を務める公立高校に訪
問した際に生徒や先生たちと関わり、その現状を目の当
たりにしたため。夢がないと将来に希望を持たず、何か
やろうという意思がない生徒が多かったことに私はシ
ョックを覚え、私が改善したいと思ったのが始まり。ま
ずは私がたくさん勉強しより多くのことを経験するた
めに大学で勉強し、少しずつ、夢に近づいて行きたい 
 
都倉 直子 様（ROTEX）  

2010-11 ドイツへ派遣して頂き
ました。青山さんを見て自分の
帰国の時を思い出しました。帰
国して 4年間 ROTEXとして活
動してきて今は少し落ち着い
ております。今は大学でドイツ
語を専攻して 10 月頃から出来
ればドイツへの留学を考えて
おります。また、最近は自転車
ロードレースや自動車サーキ

ットにとても興味があり充実しています。 
 
ニコニコ報告   江口 進 親睦委員 
梅津 和徹 様（前年度 R青少年交換委員長）  

  本日はおまねきありがとうございます。青山さんの卓話

を楽しみにしておりました。今後もロータリーファミリ

ーとして青山さんをよろしくお願いいたします。 

増田 真路 様（川崎宮前 RC会長）  

  市川会長をはじめ中原ロータリークラブの会員の皆様、

大変お世話になっております。 

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  
  今日は先月、１年間のブラジルでの交換留学を終えて帰
国された青山優子さんのお話です。とても楽しみにして
いますのでよろしくお願いいたします。また台湾のロー
タリークラブの王さん、ようこそいらっしゃいました。 

都倉 八重子 会員 

  青少年交換留学生、青山優子さんの卓話、楽しみにして

おります。地区帰国報告会も頑張って下さいね！！ 

新会員研修懇親会参加者一同 
  ７月 24日に第 2回新会員研修を川崎グリーンプラザホテ
ルにて行いました。９名が参加し、大変充実した研修会
になりました。その後、懇親会も行いました 

ＳＡＡ一同（担当戸張会員） 
本日より 100年目を迎えた高校野球「甲子園」が始まりま
した。100 年前の第１回優勝の京都二中の流れを汲む現、
鳥羽高校の選手宣誓を聞いて心に残ったのは「これからの
１００年を担う若者として・・・」という言葉です。また、
広島での平和式典での小学生の「身近な人への平和活動を
大きくしていく・・・」という言葉にも共鳴しました。 

親睦委員会一同 
青山優子さんお帰りなさい。皆、今日の日を待ちわびてい
ました。お話楽しみにしております。  
「みんなニコニコ」  青山優子さん頑張れ、丁君ようこそ！ 

鈴木 次男 会員・若狭 滋則 会員・島田 叔昌 会員 
山本  剛 会員・原  秀元 会員・工藤 和弘 会員 
小泉 正博 会員・仁上喜久夫会員 
 

 
次回 8 月 27 日の卓話予定 
クラブフォーラム（クラブ奉仕・河合 束 副会長） 
「ポリオ撲滅」について 

ニコニコボックス 本日 22,000円 累計 120,000円 

記念日ニコニコ 本日 15,000円 累計 15,000円 


