
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1396回 （本年度 34回）  
平成 29年 4月 6日(木)   
母子の健康月間  

点  鐘  戸張 裕康 会長 

司  会  江口 進  会場監督 

唱  和  「君が代」「奉仕の理想」 

お客様紹介 戸張 裕康 会長 
 
◆ロータリー青少年交換学生とホストファミリー   

山家 茂夫 様（川崎宮前 RC カウンセラー） 
只今、戸張会長から紹介を受けました、今年度 R青少

年交換学生を受け入れています 川崎宮前 RCの山家です。

本日は、日頃よりご支援を頂いているマーシャ・グレイ

スを連れてご挨拶に参りました。彼女のスポンサークラ

ブはドイツの 1810地区に属するレーバーグーゼン RCで

す。現在彼女は 16歳で、受け入れ先は川崎市立橘高校、

そこの 2年生に在籍しています。来日して 8ヶ月が経ち、

非常に日本語が上手になりましたのでスピーチを聞い

て頂きたいと思います。 
 
青少年交換学生（ドイツ） 

 Mascha Chariotto Greb（マーシャ・グレイス） 
皆さんこんにちは。私の名前はマーシャで 16 歳です。

去年の 8月にドイツのケルン近くのレーバークーゼンか

ら宮前 RC に来ました。今、橘高校に通っています。そ

こで日本語を勉強しています。学校の部活は「ダンス部」

です。最初は難しかったけれど今は、友達と一緒に楽し

く練習しています。友達はみんな可愛くて、優しいです。 

ロータリーの人達と一緒に広島と京都へ行きまし
た。私達は 7 時 45 分発の新幹線に乗って広島に行
きました。新幹線はとても楽しかったです。友達と一緒

におしゃべりをしたり、写真を撮ったりして面白かった

です。でも、朝が早かった

のでみんな眠かったです。

広島で昼ご飯を食べました。

これはとてもおいしかった

です。広島のお好み焼きを

食べました。お好み焼きは

大きかったので半分食べま

した。お腹がいっぱいにな

りました。その後、原爆ド

ームと原爆資料館を見た時はと

ても恐ろしかったです。次の日

は、宮島を見てから京都へ行き

ました。京都では金閣寺とその

ほかのお寺を見ました。その後、

私達は「京文化」のショーを見

ました。これは楽しかったです。

次の日、私達は、座禅を３０分

組みました。これは面白かった

です。でも、足がとても痛かっ

たです。その後新幹線で帰りま

した。京都と広島はとても楽しかったです。私は日本

が大好きです。でもあと 3 ｹ月しか日本にいられませ

ん。また日本に来たいです。そのときは皆さん宜しく

お願いします。有難うございました。 
 
       バナーの交換 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
増田 真路 様 

（川崎宮前 RC ホストファミリー）  
現在ホストファミリーをしています増田です。中々日

本語通じなくて苦労していまが、スマホで翻訳して何

とかやっている状況です。逆に私がマーシャからドイ

ツ語を教わっているところで、食べ物を美味しいとい

うのは「Lecker  レッカー！」というそうで、これだ

けでもなんとかなると思って頑張っています。マーシ

ャは 7 月の初め位に帰りますが、日本で楽しめたのも

皆様のご支援のおかげだと思っています。有難うござ

います。引き続き宜しくお願い致します。 

 

 
 

 

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 第１・第３木曜日 PM12:30～ 第 2・第４木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『人類に奉仕するロータリー』 Rotary Serving Humanity 

ＲＩ会長 ジョン・ジャーム 第２５９０地区ガバナー 高良 明 



会員出席報告  神谷 直 出席・親睦委員 

 (欠席者) 会田会員､市川会員、工藤会員、坂本会員､高木会員  

ニコニコ報告   神谷 直 出席・親睦委員      
 
◆山家 茂夫 様（川崎宮前 RC青少年カウンセラー） 
 増田 真路 様（  〃   ホストファミリー） 
 青少年交換学生 マーシャ と表敬訪問に参りました。 

川崎中原 RC の皆様には交換学生にご支援、ご協力をい

ただきありがとうございます。 

◆戸張 裕康 会長 
 本日は宮前 RCの直前会長 増田様、副会長の山家様がお

見えになり青少年交換学生のマーシャ・グレイスさんを

ご紹介いただきます。いろいろお世話になります。宜し

くお願いお願い致します。 

 また、先日の観桜会には皆様のご協力に感謝いたします。 

◆都倉 八重子 幹事 
 川崎西 RCに、女性会員第 1号として娘の直子が入会い

たしました。早速、4月 1日には、溝の口駅で行われた
「社会奉仕献血活動」に参加しましたので、私は 2回目
の献血に挑戦し、400mlの献血をすることが出来ました。
健康を実感した私でした～～(笑) 

◆ 山田 一之 会員 
 お花見で思う事。10年程前、アメリカ ワシントンの広

いホトマック河畔の桜。整然とした花見でした。日本の
花見は場所取り、酔っ払い。これはどういう事か？多民
族の国民性か？見習うべきと思うが いかに！！！ 

◆SAA一同 
ようやく春めいてきました。この季節は、寒暖の差が激
しく、体力も消耗しやすいと言われています。どうぞご
自愛下さい。 

◆親睦委員会一同 
 桜の見頃になりました。二ヶ領用水の桜がとても美しく、

思わず足を止めてしまいます。 
 
「みんなニコニコ」  
高瀬 建夫 会員・若狭 滋則 会員・小泉 正博 会員 
鈴木 次男 会員・田辺 清夫 会員・山本 剛  会員 
堤 研二  会員 

 

会長報告  戸張 裕康 会長（4 月 13日） 

◇理事会報告（4 月 6 日） 

１．会長案件 

 ① 川崎中原 RC 定款･細則の改正について 

一部変更 例会は第 1･第 3 週の 2 回 別途研修会開催 

 ② 2017-18 年度青少年交換学生受入は、当クラブがホ

ストクラブ 台湾の学生（男性） 

 ◇今後のスケジュール ※次年度と連携をとりながら 

・受入高校：橘高校に依頼中 

・ホストファミリーを決定： 

 ・書類作成 ３点（ギャランティフォーム・入学許可

証明書・Ｒ交換学生身許引受書） 

   ⇒地区山寺委員長宛に送付 （4 月中旬） 

 ・予算案作成 ⇒ 会長幹事会にて各 RC へ予算案の提示

と分担金の依頼 

 ・8 月上旬 来日予定 

２．クラブ奉仕委員会より 

 ① 4～6 月のプログラム承認 

 ② 5 月 25 日(木)の例会を、5 月 20 日(土)の 30 周年  

記念式典に振替とする。 

   5月 18日(木)は例会開催 5月 25日(木)例会なし 

３．新会員の推薦書が提出されました。 

********************************************** ．

１．地区からの来信 

①アトランタ国際大会 第 2590 高良ガバナー地区ナ 

 イトのご案内が届いております。 

 開 催 日：2017 年 6 月 11 日(日) 19:00～21:00 

集合場所:Sun Dial Restaurant, Bar&View   

参加費用：お一人様 ¥12.000  
２．他クラブ例会臨時変更  

●川崎宮前 RC   

4 月 11 日(火) 木曽路宮前平店 点鐘 18：00 

4 月 18 日(火)・5 月 2 日(火)  休会 

5 月 16 日(火) 物故会員を偲ぶ会 等覚院 点鐘12：00 

5 月 30 日(火)「献血奉仕活動」宮前保健所点鐘 9：50 

6 月 27 日(火) 木曽路宮前平店  点鐘 18：00  
●川崎とどろき RC 

4 月 17 日(月) 夜間移動例会 横浜中華街 

4 月 24 日(月)･5 月 1 日(月) 休会 

5 月 21日(日)-22 日(月) 一泊移動例会 熱海山木旅館 

5 月 29 日(月) 休会  
●川崎西北 RC   

4 月 20 日⇒22 日(土) 経営大講演会に移動例会 

6月1日⇒5月30日(火) 3RC 合同例会  

ﾎﾃﾙﾓﾘﾉ点鐘18：00  
●川崎中 RC   

5 月 2 日(火)  休会    

5 月 23 日⇒20 日(日)-21 日(月) 一泊移動例会 

 箱根湯本河鹿荘 点鐘 17：30 

●神奈川 RC   

6 月 12 日(月) 創立 57 周年記念例会 点鐘 18：30 
 

３．4 月 19 日(木) の例会は、22 日(土)  

神奈川県民ホール 経営大講演会移動例会 
 

■4 月 27 日(木)例会後、13 時 40 分より 被選クラブ 

協議会を開催いたします。 

次年度 理事･役員･各委員長の皆様、ご予定下さい。 
 
【プログラムの予定】 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 １８名  ８名 ７８.２６％ 

前々回(3月 23日)欠席 8名 Make up 2名 86.96 ％ 

ニコニコボックス 本日 17,000 円 累計 600,200 円 

記念日ニコニコ 本日 15,000 円 累計 105,000 円 
4 月 22 日（土） 神奈川県民ホール 13：00～18：40 

移動例会(20→22 日) 変更 ロータリーデ―（I・M 統合） 

4 月 27 日（木） H 精養軒 12：30～13：30 

昼例会に変更 
「30 周年に向けて」コーラスの練習 
※例会後、被選クラブ協議会 

5 月 11 日（木） H 精養軒 12：30～13：30 

昼例会に変更 「30 周年に向けて」コーラスの練習 

５月 18日(木) H 精養軒 12：30～13：30 

昼例会 創立 30周年最終確認と予行練習 

５月 20日（木） 
創立 30周年記念式典 Ｈ精養軒 

※25日の例会を 20日に変更 


