
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1447回 （本年度 第 18回）例会 

平成 31年 3月 7日（木）  
 

点  鐘  小泉 正博 会長 

司  会   市川 功一 会場監督代理 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 若狭 滋則 出席副委員長 

欠席者：今井会員、江口会員、小林会員、坂本会員、 
坂口会員、髙木会員、都倉会員、渡久地会員 

 

お客様紹介 小泉 正博 会 長    

◆地区米山奨学金増進委員長 
佐々部 宣宏 様（横浜港南 RC）  

◆地区米山奨学金増進委員 
小又 義幸 様（川崎中央 RC）  

◆ゲストスピーカー 
 米山奨学生 韓 喬 君  
 
ご挨拶 

 
 
 
 
 
 
 
佐々部 宣宏 地区米山奨学金増進委員長 
地区米山奨学金増資委員の事業というのは３つに分

かれております。選考委員会、学友委員会、増進委員会

です。我々増進委員会の役目というのは皆様から寄付を

いただいて、ひとりでも多くの奨学生を取る仕事になり

ます。奨学生一人につき、大学生は月 10 万円、大学院

生は月 14 万円です。地区では年間 40 名の学生をお預

かりしておりますので、ひとり 150 万円として、年間

6000 万円が寄付で成り立っております。皆様の普通寄

付 5000 円、特別寄付 2 万円という少額の積み重ねで成

り立っております。 

是非、今後とも皆様の寄付で一人でも多くの優秀な奨

学生を採用し、日本の、世界の架け橋、国際友好の役に立

っていきたいと思っておりますので宜しくお願い致します。 
 
 

 
小又 義幸 地区米山奨学金増進委員  
私は、今年度から地区委員をやらせていただき、 

来年度もやらせていただきます。クラブでも米山の 

委員長を兼務して、どっぷり米山にはまっています。

一人でも多くの優秀な学生を皆様に面倒を見ていた

だけるように私共も頑張っておりますので、どうぞ

よろしくお願い致します。 
 
会員お祝い 

お誕生日おめでとうございます！ 
田辺 清夫 会員・戸張 裕康 会員・今井 敬 会員 
 
 

 

 

 

 

 

 

奨学金贈呈 韓 喬 君 
  
委員会報告  

◇市川功一 クラブ活性化委員長 
まち歩き同好会 

４月１３日（土）中目黒～恵比寿方面  

ニコニコ報告  若狭 滋則 親睦副委員長 
 

◇地区米山奨学金増進委員長 
佐々部 宣宏 様（横浜港南 RC） 

日頃より、米山奨学事業へのご支援に感謝申し上げ

ます。本日はよろしくお願い致します。  
◇地区米山奨学金増進委員 

小又 義幸 様（川崎中央 RC） 
 本日は、宜しくお願い申し上げます。地区米山奨学

金増進委員としてまいりました。優秀な奨学生を皆

様に面倒見て頂いております。私どもも頑張ります

ので、宜しくお願いします。 

◇小泉 正博 会長・徳安 久是 幹事 
 三寒四温とは、2月の終わり頃から 3月初めの時期に

使われる言葉だそうで、ちょうど今頃なのかなと思

いますが、今日の雨と言い、あまり気持ちのいいも

のではありませんね。早く過ぎ去ってくれればと思

います。ところで、今日は米山奨学生の韓君の卓話

です。ここに来るまで様々な事を経験されたと思い

ますが、そのお気持ちをお聞かせください。宜しく

お願い致します。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 １７名 １１名 ６８.００％ 

前々回(2月 7日) 欠席 8名 Makeup 2名 ８１.４８％ 

 

 
 

 

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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『インスピレーションになろう』 Be the Inspiration 

ＲＩ会長 バリー・ラシン 第２５９０地区ガバナー 金子 大 



◇親睦委員会 

今日は米山奨学生の韓君の卓話です。いろいろな経験

をお話し下さい！楽しみにしていました。  
「みんなニコニコ」 

市川 功一 会員・山本  剛 会員・堤 研司 会員 

島田 叔昌 会員・会田 公雄 会員・神谷 直 会員 

中村 敏史 会員・内藤 松雄 会員 
 

ニコニコボックス 本日 17,000 円 累計 381,000 円 

記念日ニコニコ 本日 10,000 円 累計 75,000 円 

 
 

卓 話 米山奨学生 韓 喬 君  

「 奨学生として 一年を振り返って 」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 米山記念奨学生になって，もうすぐ一年が立ちまし

た。この一年間は私にとって今までの留学生活の中に最

も充実した一年間であり，たくさんの素晴らしい思い出

ができた一年間でもあります。 

研究の面において，５月に世界一美しい町に言われる

チェコ共和国のチェスキー・クルムロフで国際会議に参

加し，初めての英語口頭発表をしました。私のグループ

の最新の研究成果をアピールし，ヨーロッパの若手研究

者と意見交換しながら，緊張かつ楽しい一週間を過ごし

ました。８月に私の研究分野の最高レベールの国際学会

がパシフィコ横浜で開催し，私の研究室はその学会の運

営側であり，親切かつ丁寧で案内し，国内外の参加者か

ら大変好評をいただきました。更に，９月に函館で行わ

れる国内最大規模の学会において，私の発表内容は学生

優秀講演賞を受賞しました。これらの成果はロータリー

米山奨学金の経済的支援に大きく関わると考えており

ます。奨学金をいただくことによって，経済的な負担が

なくなり，安心して研究に専念することこそ成果に繋が

ったと思っています。 

奨学生の活動の面において，クラブの月一回の例会に

参加することに加え，鶴見川クリーンキャンペーンや中

原区民祭における防犯ネットの配布などのイベントに

参加し，恩ばかりいただく立場ではなく，自分自身がで

きる範囲で社会に恩返しすることの大切さを実感しま

した。また正午の茶事という茶道体験と夏季レクリエー

ションに参加することで，日本の文化を一層奥深く理解

し，奨学生同士の横の繋がりを強化しました。更にクラ

ブのファイナル例会，年末家族会及び米山奨学生・学友

年末パーティーに出席し，直接お世話を頂いております 

クラブをはじめ、他クラブのロータリーアンの方々と

楽しい晩餐の時間を過ごしました。 

ロータリー米山奨学生になることは出合の始まりで，

カウンセラーの鈴木さんをはじめ，川崎中原クラブの

皆様，同期の米山奨学生や他クラブのロータリーアン

など，素晴らしい方々に出会って，親睦を深める，自

分自身の成長に繋がると思っています。これからこの

繋がりを大切にし，社会に役に立つ立派な人間になる

ように頑張りたいと思っています。 
 

３月１４日  報告事項  

小泉 正博 会長 徳安 久是 幹事 
 

１．理事会議事録 3月 14日配付 
 
２．第 2グループ活性化の一環として、川崎北 RC例

会にて「ポリオの会」の稲村敦子さんの卓話 

日 時：4月 17 日(水) 点鐘 12：30 

場 所：二子玉川エクセルホテル東急 

※ご案内状ポスティング  
３．川崎鷺沼 RCより、ＩＭ寄付金送金のご連絡 

 ・Ｒ財団寄付金 10万円 各ｸﾗﾌﾞ 5,263 円 47.85ドル 

 ・Ｒ米山記念奨学会寄付金 10 万円各ｸﾗﾌﾞ 5,263円  
４．大相撲川崎場所のご案内 ※チラシテーブル配付 

  日 時：平成 31年 4月 12 日（金）   

場 所：川崎市とどろきアリーナ  
５．地区からの来信（ 再度のご案内 ） 

 ①東日本大震災復興支援育樹･植樹 in 岩沼の案内 

開催日：2019年（平成３１）年５月２５日（土） 

場 所：宮城県岩沼市押分須加原「千年希望の 

 丘」防災盛土エリア 8号から 9号  
②入会 3 年未満の会員対象「フレッシュ」交流会 

  日 時：2019年 4月 25 日(木)15：00-18：30   

場 所：メモワールプラザソシア２１  
 ６．他クラブ例会臨時変更 

●新川崎 RC  

3 月 20 日(水)     休 会 

4 月 3 日(水) 親睦お花見例会「成喜」点鐘 18：00 

4 月 17日･5 月 1日(水)  休 会 

●川崎鷺沼 RC  

3 月 20日(水)  木曽路 宮前平店 点鐘 18：00 

4 月 3 日(水)   木曽路 宮前平店 点鐘 12：30 

4 月 17日⇒19日(金) ４RC 合同研修会 ＫＳＰ 

16：00～研修会 18：00～川崎西 RC夜間例会出席 

●川崎北 RC  

3 月 27日(水) ・5月 1日(水) 休 会 
 
７．他クラブ会報の回覧  川崎南 RC、新川崎 RC 
    

今後の予定 
 

◇４月 ４日 (木)  例 会 
理事会 11：00～ 
点鐘 12：30 ホテル精養軒 
卓話：川崎市長 福田紀彦様 

「アメリカ視察報告と市政の展望」 
 

◇４月 18 日 (木) 早朝例会 
点鐘 7：30 ホテル精養軒 


