
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1544回 （本年度第 15回） 

令和 5年 2月 2日（木） ZOOM併用例会 
 

点  鐘  神谷  直  会 長 

司  会    下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 
 

会員出席報告  
 

欠席者：内藤会員､徳安会員､髙木会員､上野会員 
 
 
 
 
 

     
お客様紹介  
 
☆ゲストスピーカー 
財団学友 田辺とおる様 
 

☆川崎鷺沼 RC 小川 湧三様  
☆米山奨学生 エンクトル・ビルグーン様  
☆財団奨学金応募者 堀 あやね様 
 

奨学金贈呈 
 
ビルグーン君  
 

会員お祝い  
  
上野 境介会員  
お誕生月おめでとうございます♪ 
 
 

入会 1 年・２年の会員より 
 
◆菅野研一会員 
市川社長とご縁がありお声掛
けをいただいたのが入会のき
っかけです。なかなかお役に
立てるところまでは行きませ
んが、入会 2 年目となりでき
る範囲のことは一生懸命頑張
っていきますので、引き続き
よろしくお願いいたします。 
 

 
◆遠藤久乃会員 
入会のきっかけは、市川さんのマ

ジックにかかったというところ   
です。入会して 1 年経ちますが、今
日初めて教えて頂くことや気づくこ
とがあります。これからも皆さんと
共に頑張っていきたいと思いますの
で、どうぞ宜しくお願い致します。 

  

職業について  

今井 敬会員「ソフトウェア開発」 
ＩＴ業界でソフトウェア開発をして
います。最近は、マルウエアなどコ
ンピューターウイルスの脅威が問題
となっています。弊社では、企業の
コンピューターセキュリティーの維
持向上を目的としたコンサルティン
グに注力しております。現在はイン
ターネットで世界中が繋がっており
ますが、その分脅威も大きくなって
おります。関心を持たれるようお願い申し上げます。 
 

卓 話  財団学友 田辺とおる様 
 
財団奨学生によって拓かれた 

「回り道社会貢献」 
  

本日、川崎中

原ロータリーク

ラブの例会にお

招きいただきあ

りがとうござい

ます。 

下條会員にお

呼びいただきま

し た 。 ま さ に

「下條マジック」で、光栄に存じます。 
 

私は、第 2590地区独特の「財団奨学生制度」によっ 

て、ドイツで１ 年間の留学を果たすことができ 

ました。私はソリスト（独唱者）としてキャリアを 

重ねてきました。大学に通いながら国内で公演活動 

を実施していましたが、ドイツで声楽家になりたい 

という夢を実現すべく、２９歳にしてオーストリア 

の音楽大学に留学を決意、同時に財団奨学生試験を 

受けることとしました。 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２２名 １７名 ５名 ８０.９５％ 

前々回(1 月 12 日) 欠席 3 名 Make up 0 名 ９０.４８％ 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2022～2023 
 

 

 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・神谷 直  幹事・内藤 松雄 会場監督・井元 雄一 会報委員長・江口 進  

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 

 

『イマジン ロータリー』  IMAGINE ROTARY 
ＲＩ会長 ジェニファー・ジョーンズ 第２５９０地区ガバナー 志村雄治 

井元雄一会員  
肩甲骨 と 股関節周り 
のストレッチ！  

 



 ロータリー財団の奨学生制度では「グローバル 

奨学生」が有名ですが、こちらには文化芸術分野は 

含まれていません。第 2590地区の奨学金制度は、文 

化芸術分野でも応募できる、国内でも稀有な制度で 

す。医療など即効性のある分野も重要ですが、文化 

芸術も人の心を癒す効果があり、世の中に必要な分 

野だと思います。現在、川崎中原ロータリークラブ 

にて、昭和音楽大学の大学院生が財団奨学生に応募 

されていますが、ぜひ採用されてほしいと思います。 

また皆様におかれましても、未来の人材への先行投資

として後押ししていただきたいと考えます。 
 

 留学後は、日本と欧州を往復する職業生活が長く 

続き、２０１７年には東京外国語大学の修士課程に 

進学、現在博士課程で研究を続けています。 

生涯学習は楽しいものです。その他、参議院選挙、 

衆議院選挙への出馬もしましたが、当選はかないま 

せんでした。しかし、挑戦することは大事だと思い 

ます。 
 

 第 2590地区からはロータリークラブへの入会を 

勧めていただいております。名誉なことですが、私 

は東京の小竹向原に居住していて、果たせておりま 

せん。 

 こうした中、本日のような卓話などを通じ、また 

音楽家としての職業を通じて、ロータリークラブに 

恩返しをしたいと考えております。 
 
※ 田辺様の卓話資料は、You Tube配信メールから 

ご覧いただけます。 

 

会長のロータリーTime 
２月は、平和構築と紛争予防月間です。 

みなさん、ロータリーの創立記念日をご存じですか。
１９０５年２月２３日です。ロータリーの創始者ポ
ール・ハリスがシカゴで仲間と始めたのがロータリ
ーの原点です。それから発展してきたロータリーが
平和構築・紛争予防にどんな役割を果たせるか考え
たいですね。 
 

委員会報告  

◇市川功一 会員増強委員長 
3月 2日川崎市長卓話のご案内状をお渡しします。 
お知り合いの方などお誘いください。 
  

◇下條恵理子 青少年奉仕委員長 
3月 26日親子コンサートのパンフレットに会員の 
ご紹介欄を設けます｡ 
掲載不可の方はお知らせ下さい。 

   
ご挨拶 ピアニスト 布施あづさ様 
 
来月出産予定のため、 

産休に入らせていただ 

きます。 

 

布施さん 

元気な赤ちゃんを♪ 
   

 ニコニコ報告      
◆川崎鷺沼 RC 小川 湧三様 
お世話になります。 
  

◆神谷 直会長・内藤松雄幹事 
2 月になりました。早いですね。 
本日は、財団学友の田辺とおる様にお越しいただき
ました。卓話 楽しみにしております。 
 

◆下條恵理子会員 
 田辺様、ようこそ中原 RC へ！ 
 本日は卓話よろしくお願いいたします。とても楽し
みにしていました。 

 
◆江口 進会員 
先日、不覚にもコロナに感染してしまいました。 
熱は 2 日で下がりましたが、やはりつらかったです。
感染者数は減りつつありますが、皆様引き続きご警
戒お願い申し上げます。 
 

◆細田 研会員 
寒い日が続きますね。 
2 月 16 日証券ジャパン元住吉支店でセミナーを行い
ます。内容は、投資信託の選び方・続け方です。 
関心がありましたらご参加下さい。 
 

◆ＳＡＡ一同 
早いもので、あっという間にひと月が経過しました。 
明日は節分、豆まきをして少しでも気分を前向きに
していきたいですね。 
田辺様の卓話楽しみにしています。 
 

◆親睦委員会一同 
 新年もあっという間に一ヶ月が過ぎましたね。 
本日は田辺様、お忙しい中卓話にお越しいただき 
有難うございます。 小川先生、ようこそ。 
 

◆「みんなニコニコ」 
 Mr.SUZUKI会員・市川功一会員・神林久雄会員 
遠藤久乃会員 
 

 
事務連絡 
ロータリー財団ならびに米山記念奨学会への寄付金
にご協力をいただきました皆様へ  
2 月 2 日の例会にて、 
確定申告用の領収書をお渡し致しました。  
例会ご欠席の方には、郵送させて頂きましたので 
ご査収ください。ご協力に感謝申し上げます。 
 
２月１４日(火) の会長・幹事報告は、 
６RC 合同例会のため、省略させて頂きます。 
 
 
 

  

ニコニコボックス 本日 12,000 円 累計 266,000 円 

記念日ニコニコ 本日 5,000 円 累計 55,000 円 

 
２月１４日(火) 点鐘 18：00 
 ６ＲＣ合同例会 ホテルＡＲＵ ＫＳＰ 
 
３月 ２日(木) 点鐘 12：30 
卓話：川崎市長 福田紀彦様 

「川崎市は特別市をめざします」 
 

３月１６日(木) 点鐘 7：15 早朝例会 


