
第１１１２回例会 ７月２４日(金)  招聘卓話 麻生警察署長 三鬼 洋二様    ホテルモリノ 

第１１１３回例会 ７月３１日(金)  移動例会（夜間例会）                「横濱楼」 

第１１１４回例会 ８月 ７日(金) 理事役員会② 委員長会議報告          ホテルモリノ                          

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】                森 啓伊 SAA委員長 

ロータリーソング『我等の生業 』 

【ゲスト・ビジター紹介】           鈴木 豊成 会長 

◇川崎ＲＣ 白井 勇 様 

◇川崎西北ＲＣ 

会長 保田 和義 様 ・ 幹事 齋藤 義弘 様 

 

 

 

 

 

 

 
 

【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

１．タウンニュースより  

 ○暑中見舞い広告 掲載の依頼  

  ※昨年と同様に広告を出す 

 ○取材を受ける。（麻生区版 本日 7/17 発行号に会長  

の記事と写真が掲載）  

２．「社会を明るくする運動」麻生区推進委員会より 

  少年サッカー教室 開催の案内と出席依頼  

  ７月 30日（木）8：15～ 川崎フロンターレグラウンド 

３．ハイライト米山 184号がメールで届いています。 

【幹事報告】                   鈴木 昭弘 幹事 

◆他クラブの次年度 活動計画書が届く。 

 ◎川崎南ＲＣ ◎川崎高津ＲＣ ◎川崎高津南ＲＣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆例会変更 

 ◎川崎南ＲＣ  

  ８月 11日（火）・９月 22日（火） 休会 

  ９月 29日（火）夜間移動例会 18：30～ 中華街「萬珍楼」 

 ◎川崎中央ＲＣ  

  ７月 20日（火）・８月 12日（火） 休会 

◆川崎中原ＲＣより 卓話の案内    

  ８月６日（木）12：30点鐘 ホテル精養軒  

  卓話者：2014-15 青少年交換学生 青山優子さん    

演 題：「ブラジルで学んだこと」 
   

【出席委員会】            親松 明 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1111回 26 18 8  69.2％ 

1110回 26 21 5 2 88.5％ 

1109回 26 21 6 3 92.3％ 

◎前年度一年間出席率 100％の会員 

  親松 明会員(24回目)  鈴木憲治会員(24回目)  

  蓬田 忠会員(14回目)  梅澤 馨会員(11回目)  

  鈴木眞一会員(11回目)  鈴木豊成会員(３回目)  

  鈴木昭弘会員(２回目) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1111回 例会記録 平成 27 年 7月 17日（金） S.A.A 委員長 森 啓伊 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 0R 移動例会 

 

 
川崎西北ＲＣの保田会長 ・ 斎藤幹事様 

 



【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1111回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    20件 ￥28,000 

●お客様 

◇川崎 RC 白井 勇 様 

【いつもお世話になります。新年度も宜しくお願いします】 

◇川崎西北ＲＣ 会長 保田 和義 様 

【本日は、表敬訪問にうかがいました。お世話になります】 

◇川崎西北ＲＣ 幹事 齋藤 義弘 様 

【本日は、お世話になります】 

●当クラブ  

◇鈴木豊成会長【川崎西北ＲＣ会長  保田様、幹事  齋         

藤様、川崎ＲＣ 白井様 ようこそ！】 

◇鈴木昭弘幹事【川崎西北ＲＣ会長  保田様、幹事  齋        

藤様、川崎ＲＣ 白井様 ようこそ！】 

◇梅澤 馨会員【今月 26日マリリン帰国します】 

◇志村幸男会員【マリリン１年間良く頑張りました】 

◇鈴木憲治会員【台風 大丈夫でしたでしょうか？】 

◇青戸慶太会員 ◇臼井 勉会員 ◇宇津木茂夫会員 

◇大野  勉会員 ◇親松 明会員 ◇川崎 航会員 

◇鈴木眞一会員 ◇長瀬敏行会員 ◇森 茂則会員 

◇森  啓伊会員 ◇山下俊也会員 ◇蓬田 忠会員 

        以上、ご協力ありがとうございます。 

【卓 話】 日本での一年間 

 来日学生 マリリン・レヴァシュアー 

 

 

 

 

 

 

  

 日本での経験が素晴らしすぎて、短い時間では感謝の気持

ちを十分にお話しできませんがお許し下さい。 

 帰国する日が近くなり変な気持ちになっています。一番変な 

気持ちの一つは、自分の国に帰る今です。まだ日本にいるの 

に、毎日とても楽しんでいます。帰国するまでにたくさんの思 

い出を作りたいです。それなのに、日本最後の日はだんだん 

近づいています、それは本当に怖いと思います。 

 しかし留学中に、新しい私が生まれました。その新しい私が 

怖がる必要がないのに。でも実は、帰ることを考えるとその怖さ 

を止めることができません。 

 ちょっと変ですけど、日本に来る前は全然心配していません 

でした。新しい日本の生活を始めることを楽しみにしていまし 

た。もちろん普通は、国を出ることはいつも大きな決断ですけ 

 

 

 

 

 

 

 

ど、その時にも、留学生活は楽しいことも、悲しいこともあると分

かっていました。 

 しかも、私のフランスの友達は「え！なんで日本？」「なんで

フランスにいたくないの？」と言ったけれども、わたしは全く心

配していませんでした。なぜなら、私は知らない環境で適応す

ることが素晴らしい経験だと思っていたからです。 

 もちろん、フランスにも本当に仲がいい友達がいます。それ

でも、フランスの友達から一年間で離れていたことは、お互い

に良かったと思います。 

 学校生活においては「桐光学園」の皆さんのおかげで有意

義な時間を持つことができました。特に印象に残っているのが

部活（陸上部）です。時には筋肉痛になったりしましたが、本当

の友達になれたと思います。私の学校生活を素晴らしいのも

のにしてくれました。 

 また、いろいろな大学の学生たちとも友達になれ、私の日本

での生活がもっと楽しくなりました。この先、機会があれば日本

の大学に入学してみたい気持ちにもなりました。出会った人た

ちが本当に好きになって、日本を離れたくなくなりました。 

 ホストファミリーの３家族の皆さんには、最初から家族の一員

のように接していただき、私に興味を持っていただきました。長

い間、本当にありがとうございました。皆さんのことはいつまで

も忘れません。 

 また、川崎麻生ロータリークラブの皆さん、私のためにたく

さんのことをしてくれて、とても感謝しています。ホームシック

に一度もかからなかったので、帰国することがまだ信じられま

せん。 

 今回の留学の一年間に、私は何回も、何回も、恋しました。

毎日の生活に恋しました。そこに住む人に恋しました。食べ

物に恋しました。文化に恋しました。東京に恋しました。です

から、帰国のことを考えると失恋するような気持ちです。今ま

での私の人生の中で、この一年間の留学生活は一番パワフ

ルでした。深く恋をしましたから、絶対忘れないと思います。

長い道のりだったけれど、とうとう終わりが来ました。 

（注：紙面の関係上、スピーチを一部短縮させて戴きました。ご了承下さい） 

   

【四つのテスト】             臼井 勉 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】               文責：蓬田 忠 

 

 

 

 

 
会長より終了証書授与 


