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「君が代」「奉仕の理想」

会員出席報告
本 日

会 員 数

出 席

欠 席

出 席 率

２３名

１６名

７名

７２.７３％

前々回(9 月 1 日) 欠席 4 名
Make up 0 名 ８６.３６％
欠席者：細田会員､今井会員､菅野会員､神林会員､坂本会員
髙木会員

井元雄一会員 健康ストレッチ

会長のロータリーTime
「１０月は、社会の経済発展月間」
貧困地域の経済発展に寄与する活動を奨励することで、
起業家、地域社会のリーダー、地元団体を支援する月
間です。中原は地価の高くなっているエリアで、一見
すると貧困地域とは見えないかもしれません。
しかし、いまだ路上や駅で生活する方もお見受けする
し、子ども食堂も増えているようです。ロータリーの
活動においても子ども食堂の寄付を昨年企画実行しま
した。子ども食堂は設立当初市内 17 か所だったそうで
すが、今では市内約６０か所に設置されているそうで
す。
よく注意しながら地域の課題を情報共有したいですね。

米山月間卓話
米山奨学生 エンクトル・ビルグーン様

肩甲骨を動かそう！
お客様紹介
国際ロータリー第 2590 地区
ガバナーエレクト 樋口 明様（神奈川 RC）
米山奨学生エンクトル・ビルグーン様
奨学金贈呈
職業について 鈴木次男会員 「不動産業」
クラブを創立した時のメンバーをチャーターメンバ
ーと言います。現在は私一人になってしまいました。
元住吉で不動産業をしております。仕事をしている
中でとても印象に残ることがありました。ある時うち
の会社の名前と住所･電話番号が書かれた紙をもった
青年が、静岡から部屋を探しに来ました。訳を聞くと
静岡の不動産屋に行ったら、その方がロータリアンで、
全国ロータリアン名簿で調べてご紹介下さったようで
す。ロータリアンの方だから信用がおけるよと言って
下さったようです。改めてロータリアンの繋がりを感
じると共に、一生懸命にやらなくてはと思いました。
皆さんもロータリーを楽しみながら続けましょう。

会員お祝い お誕生月おめでとうございます♪
徳安久是 会員

皆様のおかげで就職先が決まりました。
２０１８年の来日から４年半、時間が経つのは早いと
実感しております。
（モンゴルとモンゴル人について）
私はモンゴル人、私の出身国は「モンゴル国」ですが、
モンゴル人はモンゴル国以外にもロシアの４つの自治
共和国及び中国の内モンゴル自治区に居住しています。
これらの地域は他国からの侵略によってモンゴルから
分離させられました。
ウクライナへのロシアの侵攻がまだ続いていますが、
ウクライナへの進駐軍には少数民族が率先して動員
されていると聞きます。
厳しい歴史を持つモンゴル人として心が痛みます。
一方、かつてのチンギスハーンの帝国は「世界帝国」
として君臨、今でいう「パスポート」を発行、帝国内
の旅行者の安全を保護、また、帝国内では信仰の自由
が広く認められていました。
私はモンゴル人として、こうした歴史に誇りを持って
います。

（日本への留学と米山奨学生について）
２０１８年４月 日本語学校に入学
２０１９年４月 日本映画大学に入学
２０２１年４月 米山奨学生に採用される。
米山奨学生に応募したきっかけは、母の妹が２００３
年に埼玉大学に進学し、米山奨学生に採用されたこと
でした。叔母からは応募を強く勧められました。
選考は厳しかったですが何とか採用してもらえました。
世話クラブである川崎中原ロータリークラブ、および
カウンセラーである市川会員には大変お世話になり
ました。
例会に出席させていただき、いろいろな職業の方から
多くのことを学びました。
また、地区での奨学生同士のイベントを通じ、仲間を
増やし、ロータリーの心を学びました。
（奨学生としての成長と今後の抱負）
奨学生として１年半、次の点で成長を実感しています。
１．新しい知識の獲得
２．カウンセラーから日本文化の知識を習得
３．緊張せず人と話せるようになった。
市川会員、川崎中原ロータリークラブの皆様には感謝
しております。
私は幼いころから映画が好きで、映像制作を学ぶため
今の大学に進学しました。
来年４月、映像制作の会社に就職します。
今後は、仕事を通じ「モンゴルと日本の架け橋」に
なるべく頑張っていきたいと思います。

ニコニコ報告

かイベントをしておりますが、今年一番大きいイベ
ントです。お時間がありましたらお越し下さい。
◆SAA 一同
本日はガバナーエレクトの樋口様をお迎えしての例
会です。卓話のビルグーン君よろしくお願いします。
体調ご自愛いただき良い時間を過ごしましょう。

◆親睦委員会一同
樋口ガバナーエレクトようこそお越し下さいました。
米山奨学生ビルグーン君、本日卓話宜しくお願い致
します。
◆「みんなニコニコ」
樋口ガバナーエレクト､ようこそ！
ビルグーン君、卓話楽しみにしておりました。
Mr.SUZUKI 会員・市川功一会員・小林正樹会員
ニコニコボックス

本日

15,000 円

累計

117,000 円

記念日ニコニコ

本日

5,000 円

累計

25,000 円

会長報告

神谷

直 会長（１０月２０日）

１．すでにご覧になった方もいらっしゃるかと思いま
すが、昨日 10 月 18 日(火)の日本経済新聞にポリ
オ・デイを盛り上げる為に『全国津々浦々でのポ
リオ・デイ』と題し広告が掲載されました。当地
区も発刊にあたり、協賛しております。是非ご覧
ください。
２．第 3 回会長・幹事会開催のご案内が届いております。
幹事クラブ:川崎とどろき RC
2022 年 11 月 14 日(火) 18：00～於：ホテル精養軒

幹事報告

内藤 松雄 幹事（１０月２０日）

１． 地区からの来信
①地区大会 2 日目 平和フェロー学友による平和フォ
ーラムの参加枠拡大の連絡が届いております。
日時：11 月 12 日(土) 10：00-11：30
パシフィコ横浜会議センター3F 301・302 号
※現在各クラブ 1 名の枠を、3 名に変更との事です。

◆国際ロータリー第 2590 地区ガバナーエレクト
樋口 明様（神奈川 RC）
本日はお世話になります。
◆川崎鷺沼 RC 小川 湧三様
お世話になります。
②世界ポリオデー 当地区オリジナルＴシャツをご購
◆神谷 直会長・内藤松雄幹事
入いただき有難うございます。
急に寒くなりましたね。本日は、ガバナーエレクト
お申し込みの方には、本日お渡しいたします。
の樋口さんをお迎えしての例会となりました。あり
代金は 1 枚 1,500 円（税込）に変更との事です。
がとうございます。
③地区大会記念ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会
ビルグーンさんも卓話楽しみにしております。張り
の成績表が届きました。ご参加の都倉会員へお送
きっていきましょう！
りいたしました。※参加当日の写真です。
◆江口 進会員
樋口ガバナーエレクト、本日はよろしくお願い申し
上げます。ビルグーンさん、就職内定おめでとうご
ざいます。卓話楽しみにしております。
◆井元雄一会員
先週出版した本がアマゾンでもずっと品切れでした
が、今は購入できるようになりました。サインをし
てクラブに寄贈させて頂きました。子どもの姿勢の
本なので、青少年奉仕にお役立て頂けましたらうれ ２．他クラブ例会臨時変更
しいです。
●川崎麻生 RC
10 月 21⇒27 日(木)
川崎百合丘 RC と合同例会
◆下條恵理子会員
15：00～新百合ヶ丘駅周辺清掃活動後、
一気に秋らしくなりました。秋といえば芸術の秋。
懇親会「アサオガーデン」
この秋も 11 月 5 日(土)に生演奏のコンサートを開催
10 月 28 日(金) 会員バースデー会
できることとなりました。これも皆様の応援のおか
ホテルモリノ「梅の花」点鐘 18：00
げです。響堂ホールにぜひいらしてくださいね。
音楽業界への貢献、日本国民の健康にも尽力します。
１１月１０日(木) 点鐘 12：30
◆遠藤久乃会員
社会奉仕のクラブフォーラム
本日｢かわさきハワイアンフェスティバル 2022 Xmas」
担当：大羽将裕委員長
のチラシを配らせて頂きました。年間を通して何回

