
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1513回 （本年度第 8回）例会 

令和 3年 10月 21日（木）ZOOM併用 早朝例会 
 

点  鐘  宮崎 玲児 会 長 

司  会   下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 
 

会員出席報告  

 
欠席者：今井会員、菅野会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員、 

徳安会員、都倉会員、上野会員 

     

お客様紹介     
☆米山奨学生 エンクトル ビルグーン様 

 

 

 

 

 
 卓 話   
米山奨学生 エンクトル ビルグーン様   
  

 

 

 

 
 

 

奨学金贈呈 
 
米山奨学生のエンクトル・ビルグーンと申します。 

 モンゴルのウランバートル出身で 2019年 3月に来

日しました。 現在、川崎市新百合ヶ丘にある日本

映画大学に在学中です。  
来日した経緯ですが、子供の頃は何かを自分か

らやるタイプではありませんでしたが、中学生の

時期に交換留学生としてアメリカのミシガン州で

一年半過ごした経験が自分にとって非常に成長を

感じる有意義なものでしたので、高校卒業後にも

自分を成長させるために見分を広めたいと選択し

たのが日本でした。  
日本のサブカルチャーは本国でもポピュラーな

物で、幼いころより親しみがありましたし、日本人

の真面目な精神性や生活様式なども学べる事が多

いだろうと思ったからです。日本語は来日した際

は簡単な自己紹介が出来る程度でしたが、現在は

日本語検定で最も難しい「N1」を 取得できるまで

になりました。  
日本映画大学と話すと映画監督を目指している

のかとよく聞かれますが、私が特に興味を持って

いるのは「編集」の世界です。こちらの大学では他

には無い、編集の世界を「広く」学べる環境があっ

た事が選択理由です。 
 
編集の世界はよく料理に例えられます。食材や

レシピなどをコックさんの腕で作り上げていく感

覚です。上手く整理してより良い作品にと常々思

っています。作業は難しく大変そうとも言われま

すが、編集が好きで楽しく作業しています。最近は

YouTubeの編集作業もやっていて、作品へのコメン

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２３名 １２名 １１名 ６０.００％ 

前々回(9月 16日) 欠席 10名 Make up 2名 ７６.１９％ 
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 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 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
 

 

 

会長・宮崎 玲児  幹事・江口 進 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 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』 Serve to Change Lives 

ＲＩ会長 シェカール・メータ 第２５９０地区ガバナー 小倉 正 

井元雄一会員 ワンポイントエクササイズ  
 

「 身体を目覚めさせるエクササイズ 」 

宮崎会長 労務管理ワンポイント  
試用期間について 
よく試用期間中の従業員に辞めてもらうことは
出来ないか？という相談を受けます。  
試用期間は従業員の適性を確かめるための期間
ですが、試用期間中だからといって自由に解雇し
ていいわけではありません。  
試用期間中であっても「解雇」となるため、社風
に合わないとかちょっと態度がよくない程度で
は適用できないのです。 
試用期間の解雇が認められるケースは、履歴書に
虚偽の内容が書かれていた。 
会社が十分な指導を行ったにもかかわらず改善
しない。などです。  
通常の解雇要件と試用期間中の解雇要件はあま
り変わらないのです。  
試用期間終了時に改めて本採用の可否を自由に
決定したい場合は、試用期間で区切った有期雇用
契約を締結することをお勧めします。  
この場合は更新しなければ、雇用契約の終了とな
るだけで解雇にはなりません。 



トも多くいただき、終わった後には充実感があり

喜びとなっています。  
さて、これからは就活活動も待っています。社会

人となり経験を積み、将来的にまた皆様の前で卓

話が出来ればいいなと思っています。 

 本日はお時間をいただきまして、ありがとう 

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

卓話の後、会員からの質問にも真摯にお答えいた 

きました。 

 

ニコニコ報告      
◆ガバナー小倉 正様（横浜 RC） 
 公式訪問の礼状とともにニコニコを頂戴しました。 

 
◆小川 湧三様（川崎鷺沼 RC） 
 ニコニコで参加させて頂きます。 
  
◆宮崎玲児会長・江口 進幹事 
エンクトルビルグーン様、本日の卓話楽しみにして
いました。宜しくお願いします。   
◆市川 功一様 
ビルグーン君、今日は卓話楽しみにしています！  
◆親睦委員会一同 
 つい先日まで暑かったですが、めっきり冷え込み 
ました。カゼにご注意い下さい。   
◆SAA一同 
本日は、米山奨学生のエンクトルビルグーンさんの
お話楽しみにしています。ようこそ！川崎中原 RC

へ！ どうぞ宜しくお願いします。 
  
◆「みんなニコニコ」 
 日々寒さも増してまいりました。 

 皆様、体調にお気を付け下さい。  
小泉 正博会員・江口 進会員・神谷 直会員 

神林 久雄会員 
 

    
会長報告 宮崎 玲児 会長（１１月４日）   
１．理事会報告 
  
２．地区より、メジャードナー顕彰午餐会のご案内。 

  日時：2021年 12月 6日(月) 11：30～13：00 

9：40～写真撮影開始 

  場所：The Okura Tokyo オークラ・プレステー 

  ジタワー２階 オーチャード 

対象者：メジャードナーレベル 1：市川功一会員 

  

 ※ロータリー財団メジャードナーとは、 

ロータリー財団に累計１万ドル以上の寄付をされ
た方の認証 
レベル 1（累計寄付 1万ドル以上）～ 
レベル 4（累計寄付 10万ドル以上）まであります。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ニコニコボックス 本日 20,000円 累計 135,000円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 25,000円 

 国の紹介 モンゴル

 人口：約   万人（    年 現在）

  都：ウランバートル（世界の一 寒い 都）

 言語：モンゴル語

 国 面積：   万     （日本の約  ）

 通 ：ト グルグ（   ） 

 日本との時 ：  時間（日本の方が 時間 い）

   との  ：約     （ 行 で約 時間半）

   
  

        

     

                    

編集                

自己紹介

名前：エンクトル・ビルグーン

出身地：モンゴル、ウランバートル市

 生日：    年 月 日（   ）

大学：日本映画大学

 味：バスケット ール、 トレ、 行、映画、動
画編集 



 
幹事報告 江口  進 幹事（１１月４日）   
１．地区からの来信 

①地区大会の参加方法に一部変更がありました。 
 
コロナウイルスの感染者数の減少傾向を鑑み、 

大会 2 日目 11 月 27 日( )は、全会員が会場参加
対象者に変更となりました。  
会場：パシフィコ横浜会議センター   

点鐘：13：00 登録開始：12：00 

11月 26日(金)の出席対象者は、会長・幹事・女性
会員で変更はありません。  
また、You Tube による Live 配信はなくなります
のでご注意下さい。 
  
②地区大会記念チャリティゴルフ大会の成績表が届
きました。ご参加の方にお送り致しましたのでご
確認ください。 

 

③卓話バンクのご案内とメンテナンスのお願いが届
いております。 

 現在、当クラブからは神谷会員が登録されていま
す。 卓話者の新規登録・紹介フォームは、随時受
け付けとの事です。 登録ご希望の方は、幹事まで
お知らせください。 

 

④Ｗｅｂロータリアンマップのご案内（アクセス・登
録方法等）が届きました。 

地区内で飲食店、 行業を営んでいらっしゃる会
員の皆さまのみならず、多くの皆様に 積極的にマ
ップへ情報掲載頂き、ご活用いただきたいとの事
です。 

詳細は、10/27付メール転送にてお送り致しました
ご案内にてご確認ください。 

 

２．ＲＩ日本事務局より、11月のロータリーレート

は、1ドル＝１１４円に変更のご連絡と 

11/1～11/30 まで在宅勤務延長のご連絡が届い

ております。 
 

３．川崎いのちの電話より、広報誌をお送り頂きま

した。※ポスティング 
 

４．他クラブ例会臨時変更  
●川崎とどろきRC 

11月 1日・15日・22日(月)  休会 

11月 29日(月)  移動例会  

川崎市国際交流センター点鐘 13：00 
 

 ●川崎中 RC  

11月 2日・23日(火)  休会 

11月 30日→27日( ) 地区大会へ振替 
 
●川崎中央 RC  

11月 8日→11日(木) 3RC合同親睦夜間例会  

川崎日航ホテル 点鐘 18：30 

11月 29日→27日( ) 地区大会参加   
 

 ●川崎大師 RC  

11月 10日→11日(木) 3RC合同親睦夜間例会  

川崎日航ホテル 点鐘 18：30 

 11月 27日( ) 地区大会移動例会 

 

 

 

 ●川崎マリーン RC  

11月 11日(木) 3RC合同親睦夜間例会  

川崎日航ホテル 点鐘 18：30 

 11月 25日→27日(  地区大会参加 
 
●川崎幸 RC  

11月 12日(金) 実験動物中央研究所見学後、 

 急 REI ﾎﾃﾙ川崎にて例会 点鐘 17：30 

11月 19日(金) 休会 

11月 26日→26日(金)・27日( ) 地区大会に振替 
 

●川崎高津南 RC  

11月 15日(月) 休会 

11月 22日→27日( ) 地区大会に参加 
 

 ●川崎鷺沼 RC  

11月 17日(水) 夜間例会 KSP3階 点鐘 18：00  

卓話「ジェンダー問題は決して男 VS女ではない」 

元･日テレラ 室長 田代 苗様 

11月 24日→27日( ) 地区大会参加  
 

●川崎高津 RC  

11月 18日(木)-19日(金) 親睦移動例会  

ホテル河鹿荘 点鐘 18：30 

11月 25日→27日( ) 地区大会移動例会 
 
●川崎北 RC  

11月 24日→27日( ) 地区大会に参加 
 

●川崎 RC  

11月 25日(木) 休会 
 
●川崎百合丘 RC  

11月 30日→26日(金)･27日( ) 地区大会に振替 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会情報  
  
１１月 ４日(木) 点鐘 12：30  
 社会奉仕クラブフォーラム 
 
１１月１８日(木) 点鐘 12：30 ※昼例会に変更 

 卓話：川崎市長 福田 紀彦様 
「川崎市の脱炭素に向けた取組について」 

 

１２月 ２日(木) 点鐘 12：30  
 年次総会 
 

１２月１６日(木) 点鐘 18：30  
 年次家族会（予定） 

川崎中原ロータリークラブ公式フェイスブック
ページができました。会員皆様ぜひご覧下さい。
コメントもよろしくお願いします。 

https://www.facebook.com/rcnakahara/ 

https://www.facebook.com/rcnakahara/


 

10月は、米山月間です 
 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会について 

ご紹介します。 

 

ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志して

日本に在留している外国人留学生に対し、日本全国

のロータリアン（ロータリークラブ会員）の寄付金

を財源として、奨学金を支給し支援する民間の奨学

団体です。 

 

米山奨学生の採用数は、年間 860人（枠）。国際奨学

団体としては、事業規模・採用数とも、日本国内では

民間最大です。 

 

将来 国と日本との懸け橋となって国際社会で活躍

する優秀な留学生を奨学することを目的としていま

す。 優秀とは「（1）学業」に対する熱意や優秀性は

もちろんのこと、「（2）異文化理解（3）コミュニケ

ーション能力」への意欲や能力に優れている点が含

まれます。 

 

ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを通し

て日本の文化、習慣などに触れ、社会参加と社会貢

献の意識を育て、将来ロータリーの理想とする国際

平和の創造と維持に貢献する人となることが期待さ

れます。 

 

奨学金による経済的な支援だけでなく、ロータリー

クラブ独自の世話クラブとカウンセラー制度による

心の通った支援があります。 

 

ロータリー米山記念奨学事業は、皆さまのご寄付に

よって支えられています。 

 

（ロータリー米山記念奨学会のＨＰから抜粋） 

 

 

 

詳細は、 

ロータリー米山記念奨学会のＨＰをご覧ください 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー米山記念奨学会は「特定公益増進法人」に

認定されているため、当会への寄付は、税制上の優遇

措置を受けられます。 

 

寄付金には普通寄付金と特別寄付金の 2 種類があり

ます。 

 

普通寄付金とは  

日本の全ロータリークラブ会員からクラブを通じて

定期的にいただく寄付です。各クラブで会員一人あ

たりの金額を決定し、会員数分をご送金いただきま

す。 

当クラブ（川崎中原 RC）では、 

会員一人当たり 5，000 円/年 を送金しております。 

 

特別寄付金とは 

個人、法人、またはクラブから、普通寄付金以外に任

意でいただく寄付金です。 

 

当クラブ（川崎中原 RC）では、月間などに個別にお

納めいただくほか、ご了解のとれた会員様について

は会費の引落時にご寄付１万円を加えてお納めいた

だいております。 
 

年４回 各 1万円 年間合計 4万円 

米山特別寄付金  2万円 

Ｒ財団寄付金   2万円 

 

 

Ｒ財団と米山記念奨学会への寄付金に対する 

確定申告用の領収書は、 

毎年、１月 にクラブあてに届きますので、1月 ～

２月上旬には、例会場での手渡し、もしくは郵送にて

お渡しいたします。 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/contribution/exemption
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/contribution/exemption

