
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1409回 （本年度 4回） 

平成 29年 8月 24日（木） 早朝例会 
 

点  鐘  高瀬 建夫  会 長 

司  会   工藤 和弘  会場監督 

斉  唱  「４つのテスト」 

会員出席報告 戸張 裕康 親睦･出席委員長 

欠席者：今井会員、坂本会員、堤会員、髙木会員、都倉会員 
 

お客様紹介 高瀬 建夫  会 長  
 

 内藤 幸彦 様 
（国際ロータリー第 2590 地区第２Ｇガバナー補佐）  

 吉備 カヨ 様 
（地区大会副幹事・横浜西ＲＣ）  

 山寺 雄太 様 
（地区青少年交換委員・川崎西ＲＣ）  

 二村 政毅 様（福岡城東ＲＣ） 
 三原 秀治 様（横浜ＲＣ） 
 都倉 直子 様（川崎西ＲＣ） 
 岩木 みすず 様 

（川崎中原ＲＣ・ロータリー青少年交換学生）  

 Ｓung-Ju Yu アレン君 
（川崎中原ＲＣ・ロータリー青少年交換学生 台湾）  

 市川 芳子 様（市川功一会員 令夫人） 
 
ニコニコ報告  宮崎 玲児 親睦委員長  
◆内藤 幸彦 様 
（国際ロータリー第 2590地区第２Ｇガバナー補佐） 

 本日は、青少年交換の岩木みすずさんの帰国報告を
拝聴しに参りました。 
なお昨夜の新会員研修、懇親会には高瀬会長をはじ
めご参加の皆様、並びに都倉会員には多大のご協力
を頂きまして、無事終了いたしました。 その内、タ
ウンニュースにも記事が掲載されると思います。本
日は、よろしくお願いします。 

◆吉備 カヨ 様 
（地区大会副幹事・横浜西ＲＣ） 

本日は、地区大会のキャンペーンで伺いました。 
どうぞよろしくお願いします。 

   

 

◆山寺 雄太 様 
（地区青少年交換委員・川崎西ＲＣ） 

 本日は、お世話になります。本年度中原ロータリー

クラブ様にお預かりして頂くアレン君の担当委員と

して、ご挨拶に参りました。よろしくお願いします。 
 
◆都倉 直子 様（川崎西ＲＣ） 

いつもお世話なっております。 
本日は、岩木さんの帰国報告を楽しみに参りました。

よろしくお願い致します。 
 

◆高瀬 建夫 会長 ・河合 束 幹事 

 昨日は、新会員研修会に参加された方々お疲れ様で

した。いかがでしたか。 

岩木さんお帰りなさい。ドイツからの月例レポートを

毎回楽しく読ませて頂きました。 

青春時代の貴重な経験、一生の思い出ができましたね。 

レポートに書けなかったことも話に来てください。 
 

◆市川 功一 会員 
 岩木さん、今日は朝からありがとうございます。 

お話しを楽しみにしております。 
 

◆徳安 久是 会員 
 内藤先生、お越しいただき、ありがとうございます。 
 
◆ＳＡＡ一同 
 今年の夏は、雨も多く、花火大会は中止になってい

ます。高校野球も終わり、秋の訪れが近づいていま

すが、暑さはこれからが本番との話もあります。 

体調に気をつけていきましょう。 
 

◆親睦委員会一同 
 昨日の熱湯甲子園決勝で優勝した花咲徳栄の監督は

同い年の岩井くん（桐光学園出身）です。一緒に戦

った仲間が 30年経ち、こういった功績を残したこと

はとても嬉しく、励みになります。 

岩木さんお帰りなさい。アレン君、ようこそ。 
  
「みんなニコニコ」  
多くのお客様、ありがとうございます！  

小泉 正博 会員・会田 公雄 会員・小林 正樹 会員 
内藤 松雄 会員・坂口 精一 会員・若狭 滋則 会員 
渡久地政房 会員 

 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 １９名 ９名 ７９．１７％ 

前々回(7月 20日) 欠席 10名 Make up ２名 ８３．３３％ 

ニコニコボックス 本日 24,000 円 累計 95,500 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計  15,000円 

 

 
 

 

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木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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会長・高瀬 建夫  幹事・河合 束  会場監督・小林 正樹  会報委員長・神谷 直  

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 
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『ロータリー：変化をもたらす』 Rotary：Making A Difference 

ＲＩ会長 イアン・ライズリー 第２５９０地区ガバナー 湯川孝則 



表彰の紹介   

前年度会長の戸張会員に、川崎市長から表彰状が贈ら

れました。 

 

青少年奉仕 クラブフォーラム 

まず、市川青少年奉仕委員長より 

青少年交換プログラムについて少し説明します。この

プログラムは、スタートは 1929年です。フランスのニ

ースのロータリークラブから始まった。1972年にロー

タリーの正式なプログラムになった。 

当クラブの受入は、今回のアレン君の前は、ガブリエ

ル君、その前はニック君、パチャヤさんがいます。 

近藤さんというロータリーのメンバーが当初より長く

このプログラムに貢献された。 

この青少年交換プログラムは、もとは、ロータリー会

員のためのプログラムだった。つまり、相互交換を目

的としていた。子供の預けあいによる子育てプログラ

ムだった。 

その際、いつも問題になるのは、子供の資質。来る前

に、もっと情報収集できなかったのか。 

しかし、近藤さんによると、そのへんは自分の子供と

同じに寛容の精神で受ける必要があるとのことでした。

少し問題があっても、親子の縁を切ることが無いよう

に、それと同じように交換学生に接することが大事で

ある。もっとも、だんだん、ホストファミリーを受け

る家庭が減ってきた。これが次年度の改善点である。 

ロータリーの友８月号28ページに近藤さんのことが掲

載されている。ご覧になってください。 

あと、岩木さんのレポートを小冊子にしたいと思って

います。 

卓 話  
2016-17年度 ロータリー青少年交換学生 
岩木 みすずさん 『帰国報告』 
 
一年間、ドイツに派遣された地域は、ハノハという地

域。ブレーメンに近い。7月 29日に出発。羽田から。 

最初のホストファミリーには、本当に世話になった。

言葉もわからない中、なんとか生活できたのも、最初

のホストファミリーのおかげです。今でも、最初のホ

ストファミリーとは連絡を取り合っています。 

最初のホストファミリーと離島に10日間の旅行に行き

ました。自然豊かな場所で、琥珀を拾いました。また、

見たこともない星空や天の川を見ることができた。ゆ

ったりとした時間を過ごしました。 

セカンドホストファミリーは、60代の老人夫婦のとこ

ろに 3ヶ月お世話になりました。話が途切れることが 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あったが、逆に自分で行動するきっかけを作ることがで

き、交通機関を大体理解できるようになりました。 

サードホストファミリーは、年の近い子供がいて、ドイ

ツ語での交流ができた。楽しく交流することができた。 

留学生については、各国から来ていました。ヨーロッパ、

北アメリカ、南アメリカ等。私たちの地区は南米からの

留学生が多かった。そのため、英語というよりは、ポル

トガル語等が飛び交っていました。アジアからの留学生

は非常に少なかったです。 

学校での生活について。 

ブレーメンには、美術選択クラスで、美術館の見学をし

ました。ベルリンにも行きました。そのような経験を重

ねることで、段々コミュニケーションも取れる様になっ

てきました。 

 
ドイツ語教室の仲間についてです。 

難民の方が多くいました。みんな賑やか。自分の思って

いることをとにかく手も上げずに発言していました。自

分の言いたいことは全部言うんだという雰囲気のクラ

スでした。 

段々親しくなって、シリア人の友人のパーティにも参加

させてもらいました。みんなアラビア語が母国語でした。

私が日本人だということで、みんながあえて、ドイツ語

で話をしてくれました。みんな本当に親切な友人でした。 

特にイラク人の友人が、なんでも話せる友達になった。

休み時間や放課後も一緒にいました。時間を重ねるにつ

れて、今までは話してくれなかったことも話してくれま

した。外国人という枠を越えて付き合うようになってき

たと感じています。アラビア料理を一緒に作ったことも

あります。 

ドイツでのクリスマスについてです。 

24.25.26日にお祝いする。観光するにはいい時期だと

思います。 



一月で半年が経過します。段々、コミュニケーション

が取れてきたと感じるのがこの頃です。 

３月から 3週間のヨーロッパツアーに参加した。バス

で移動します。一番大きな企画です。体力的にも非常

に大変なものでした。ベルギーでＥＵの本部を見学で

きたのが大切な思い出です。ヨーロッパツアーを通し

て、言語の違いが大きい壁だったとは感じる。スペイ

ン語やポルトガル語が飛び交い、入りづらいところが

ありました。みんな母国語を話したがり、ドイツ語を

あまり話さない。テンションの違いが大きく、仲間に

入るのに大きな勇気を必要としました。いつでもノリ

ノリでダンスというのがどうしてもできませんでした。 

ただ、たわいない会話をすることで、日本人の自分を

理解してもらうよう努力しました。そうすることで、

私を理解してくれる人がいたということが非常に嬉し

かったです。 

ドイツで学んだことですが、世界にはもっと苦労して

いる人がいるということです。  

最後に、ドイツ人と日本人との違いですが、ドイツ人

は自分の意見をズバリいうことです。 

 

青少年交換学生 アレン君の紹介   
 
◇アレン君のご挨拶 

みなさん、おはようございます。アレンです。 

１６歳です。台湾で家族６人います。お婆さん、父さ

ん、母さん、姉が二人です。 

私の趣味はバイオリンです。 

どうぞ、宜しくお願いします。 
 

◇河合幹事（ホストファミリー）より 

8月 9日に来日し、8月 10日には、住民登録、健康保

険の加入手続き、制服や体操着の手配、11日には図書

館で幾何学の難しい本を借りて来ました。 
 
アレン君 9月 4日初登校 

お弁当をもって８時に出かけていきました。 

 

 

 

2016-17派

遣学生報

告会、 

 

2017-18来日学生の歓迎会  
9月2日小机幼稚園で開催され当クラブからは、市川会

員、都倉会員、宮崎会員とAllenと河合、岩木みすずさ

んとみすずさんのご両親が参加いたしました。 

 

第２グループ 新会員研修・懇親会報告  
＊８月２３日午後５時～メゾン・ド・バッハ（宮崎台） 

＊青少年交換・米山奨学生コーナーを中心とした研修会 

＊ロータリークイズ（新会員） 

＊懇親会 新会員の交流会（カラオケなど） 

＊出席者 ３１名 
＊ゲスト  
 ・地区米山学友委員会 小野邊 薫 副委員長 

（横浜あざみＲＣ） 
 ・米山学友会  李 德雨  副会長 

（世話クラブ 神奈川東ＲＣ） 
 ・米山奨学生 シスコ・マシュー・ジョーダン・モン 

 カ―さん（世話クラブ 川崎中ＲＣ） 
 ・青少年交換 ローテックス   
  ２０１０～１１派遣  都倉 直子さん（ドイツ） 
  ２０１６～１７派遣  岩木 みすずさん（ドイツ） 
  ２０１６～１７派遣  多胡 七星さん（台湾） 

 
 
 
 



＊川崎中原ＲＣ出席者 

 ・高瀬 建夫 会長 

 ・徳安 久是 青少年交換カウンセラー 

 ・都倉八重子 青少年奉仕副委員長 

 ・今井  敬 会員 

 ・坂本 耕一 会員 

 ・坂口 精一 会員 

 ・渡久地政房 会員 

 
 

会長報告 高瀬 建夫 会長（９月７日分） 
  
１．地区より、2020-22 年度 ＲＩ理事指名委員会  

委員候補者推薦の依頼が届いております。   
２．ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）の

参加者募集中です。（ 再度 ） 

 日時：2017 年 9 月 10 日(日) 8：30～16：30  

場所：聖光学院中学高等学校  
  
３．地区大会展示「ロータリークラブ奉仕活動放映」

への参加クラブ募集のご案内が届いております。 

応募方法：写真データ 3～10 枚と それぞれの 

写真のタイトル・説明コメント 50 字以内 

申込期限：9 月 20 日 横浜西 RC 事務局宛   
 
４．定時制教育 70 周年記念 第 55 回 「川崎市内高等学校

定時制生徒弁論大会」のご案内が届いております。 

  日時：平成 29 年 9 月 13 日(水)18：00～20：40  

会場：川崎市教育文化会館 大ホール 
 
５．理事会報告（詳細は、次週会報に掲載） 
 
幹事報告 河合 束 幹事（９月７日分）  
１．地区からの来信 

①地区大会関連の資料が届いております。 

・地区大会登録のご案内（パンフレット配付済み）
※出欠の確認をさせていただきます。 

 
・地区大会１日目 ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐
会登録のご案内 

 日時：2017年11月10日(金)  18：00～20：00 
ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 

※出席対象者：ご来賓、地区役員、ガバナー補佐、
地区委員長、クラブ会長・幹事  

・地区大会信任状証明書の提出依頼。 

 ※署名を付して提出致します。 
 
・地区大会 表彰対象者および長寿､物故会員の報
告依頼。 ※確認して報告致します。 

  
・地区大会2日目 事務局員派遣の依頼がきており

ます。 

②社会奉仕委員長会議開催の案内が届いております。 

日時：2017 年 9 月 22 日(金) 15：00-17：00   

場所：メモワールプラザソシア２１ 

※東出委員長、ご出席をお願い致します。 
 

③2018-19 年度 ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換学生募集に関する 

 資料が届いております。 

 応募資格：横浜市・川崎市に在住または在学の日
本国籍を持つ高校生（満15才～18才） 

      高校に進学意思のある中学3年生も 

応募可 

 派遣予定国：アメリカ（カナダ含）、タイ、台湾、ブラジル、
エクアドル、フランス、ドイツ、スイス（予定） 

計８名 

派遣期間：2018年8月～2019年7月 

説明会：2017年9月16日(土) 午後  
※志願者より申込みがあった場合は、募集要項に
基づき対応いたします。 

 
④ローターアクト主催「アクトの日」開催のご案内

が届いております。 

日時：2017 年 9 月 10 日(日) 13：00-16：00 

場所：横浜ゼネックス 大会議室 
 

⑤ロータリーレート変更のお知らせが届いております。 

2017 年 9 月より、１ドル＝１０９円に変更 

（ 8 月は１ドル＝111 円 ） 
 

２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎高津南 RC  

9 月 25 日(月) 移動例会 納涼家族会 

10 月 23 日⇒22 日(日) 少年サッカー大会 

10月 30日(月) 第 5週のため例会なし(細則変更による) 

●川崎とどろき RC 9 月 18 日(月･祝) 休会 

●川崎中 RC 9 月 19 日(火)  休会 
 

３．他クラブ会報の回覧  新川崎 RC 
 
 

【プログラムの予定】 
 

9月 7日（木） 精養軒 点鐘 12：30 

 
理事会・会員お祝い 

入会卓話：坂本耕一会員 

9月 21日(木) 精養軒 点鐘 7：30（早朝） 

 

クラブ奉仕委員会報告 

若狭クラブ奉仕委員長 
 
卓話：児童養護施設 新日本学園 

副園長 三浦崇志様 

10月 5日（木） 精養軒 点鐘 12：30 

 

理事会・会員お祝い 

Ｇ補佐をお迎えして 

クラブ協議会 


