
第１２２３回例会 ２月 ９日（金）職場訪問(読売ジャイアンツ練習場)  よみうりランド《天安》 

第１２２４回例会 ２月２３日（金）創立記念移動例会  新百合ヶ丘『旭鮨』 

第１２２５回例会 ２月２７日（火）ＩＭ         エポック中原  ※2月 16日の振替 

 

 

 

【点  鐘】               森 茂則 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【S.A.A.】                鈴木 憲治 委員 

【ソング】 国歌『君が代』ロータリーソング『奉仕の理想』 

【ゲスト・ビジター紹介】 森 茂則 会長 

    ◆白井 勇 様（川崎 RC）  

◆チェリスト 森田啓佑 様 

 

 

【今月の誕生日】       志村 幸男 親睦委員長 

<会員> ◇川崎 航会員(14日） 

◇門間亜砂子会員(8日） 

<奥様>  

◇森 望 様(森 茂則夫人) 

◇佐々木 幸子 様 

(佐々木範行夫人) 

  

 

 

 

 

 

【森田 啓佑様のあいさつ】 

・昨年末のクリスマス家族会出演のお礼 

・チェロリサイタルの案内  

４月 8 日 14:30～ 

    昭和音楽大学ユリホールにて 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 8 回理事・役員会報告】            森 茂則 会長 

１． 事務局員交代について 

通勤費の件、会報の件、給与、など        <継続> 

期間：４月～８月まで研修期間とする。       <承認> 

２．来週の職業奉仕、訪問の件 

   モリノ集合とする。車３台に分乗。         <承認> 

３．次年度各委員会委員長の件 

   次年度委員長、副委員長案を作成。      <承認> 

４．会員増強の件（新会員に動いてもらう）      <継続> 

５．その他  Ｒ財団補助金制度利用の検討     <継続> 

【会長報告】             森 茂則 会長 

1. ガバナー事務所より 

  2018-19ロータリー財団地区補助金プロジェクトの案内 

  募集要項、申請書他 

2. NPO法人「川崎市民アカデミー」より講座の案内冊子が 

  届いています。 

3. 「川崎しんゆり芸術祭」の案内 4/21～5/13開催 

4. 『ロータリー米山記念奨学会50年のあゆみ』が発刊 

  限定3500部 ￥1800(128ページ)  FAX申込書あり 

 

 

 

 

 

第 1222回例会記録 平成 30年 2月 2日（金） S.A.A 委員長 蓬田忠 

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：044-951-1322 

［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：044-951-1322 

［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：044-951-1322 0R 移動例会 

 

 白井 勇 様⇒ 

 

(川崎会員のコメント) 

毎年２月１４日はバレンタインデ

ーと重なり、ドキドキしながら過ご

しています。今年は奥様、家族に

愛を持って過ごしたいと思います。 

 

 

 

 



【幹事報告】              森 啓伊 幹事 

★例会変更  

○川崎RC ◇3/29(木)休会 

○川崎大師RC 

  ◇２/２１(水)⇒2/24(土)「創立45周年記念式典」に変更 

   17:30点鐘 ホテルニューグランド 

  ◇2/28(水)⇒2/27(火) IM参加に変更 

○川崎鷺沼RC 

  ◇2/7(水)⇒2/6(火)  第2グループ合同例会に変更 

  ◇2/28(水)⇒2/27(火) IM参加に変更 

  ◇３/７(水) 移動例会 台湾親睦旅行(3/7～9) 台北市内RC訪問 

★会報着 

○川崎北RC 第2775回(9/6)～第2791回(1/17) 

○川崎中原RC 第1411回(9/21)～第1418回(1/11 

※米山とR財団から確定申告用領収証が届いています。 

※ＩＭの案内も届いています。（各自のポストへ） 

【出席委員会】            杉山 遼 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1222回 32 25 7    78.1% 

1221回 32 23 9 0   71.9% 

1220回 32 29 3 1   93.8% 

【ニコニコ委員会】         碓井 美枝子 委員長 

 第 1222回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    24件 ￥24,000 

●お客様 

◇白井 勇様 （川崎RC） 

【いつもお世話になります。今年も宜しくお願いいたします。】 

●会員 

◇森茂則会長【森田さんようこそ】 

◇大野勉会員【皆既月食、寺家ふるさと村で写真撮りました。】 

◇梶俊夫会員【佐々木さん、雪で来れません】 

◇川崎航会員【来週の職場訪問宜しくお願い致します】 

◇志村幸男会員【明日は節分、午後3:30～福豆拾いに来て 

           ください】 

◇鈴木憲治会員【寒い一日になりそうです!】 

◇鈴木昭弘会員【雪がひどいことにならずに良かったです】 

◇鈴木豊成会員【インフルがやっと治りました】 

◇森啓伊幹事 ◇青戸慶太会員 ◇臼井勉会員 

◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員◇円城寺広明会員 

◇親松明会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐藤達哉会員  

◇杉山遼会員 ◇鈴木眞一会員  ◇中山隆弘会員  

◇藤本隆会員 ◇門間亜砂子会員 ◇蓬田忠会員 

     以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会】     鈴木 眞一 委員長 

 第 1222回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    10件 ￥35,000 

◇円城寺広明会員 ◇大野勉会員 ◇梶俊夫会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇志村幸男会員 ◇鈴木昭弘会員 

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員 ◇山下俊也会員 

◇鈴木豊成会員              ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】       梶 俊夫 委員長 

 1222回（件数） 合計 

米山記念奨学 8件 ¥36,000 

◇鈴木憲治会員【2/4米山記念奨学会設立50周年記念式典

に出席です】 

◇蓬田忠会員【だるま市では長時間の飲酒、幸せです】 

◇宇津木茂夫会員 ◇円城寺広明会員 ◇梶俊夫会員 

◇志村幸男会員 ◇鈴木豊成会員 ◇山下俊也会員  

ご協力有難うございました。 

【雑誌・広報委員会】              鈴木 憲治 会員 

『ロータリーの友』②のトピックスの紹介 

1.「クラブを訪ねて」(9P9 

  創立 15 年の元気なクラブ、毎週 

午前 7 時からの早朝例会でラジオ 

体操をするパワー浜松ロータリー 

クラブ 

2.「ロータリーアットワーク」(24P) 

   ロータリー財団の地区補助金事業として、児童養護施設 

  いわつきで移動動物園を開催した岩槻東ロータリークラブ 

3.「よねやまだより」 

  米山記念奨学事業 50 年のあゆみ④1980 年代について 

【職業奉仕委員会】               川崎  航  委員長 

<職場訪問について> 

◇日時：平成 30 年 2 月９日(金) 

◇訪問先：読売ジャイアンツ球場練習場 

◇集合場所：中華料理「天安」 

◇例会＆昼食：12:30～13:30 天安にて 

◇職場訪問：13:45～1 時間程度 

◇解散：15:00 前後 

【次年度会長の報告】           大野 勉 次年度会長   

1. 次年度各委員会委員長発表に 

ついて(別紙、参照願います) 

2. 2018-19 年度「地区補助金」 

プロジェクト募集要項について 

◇対象プロジェクト： 

国内の社会奉仕プロジェクト及び 

海外を対象とした 国際奉仕プロジェクト 

 

 



◇補助金：上限＄3,750。総額の 20%はクラブ負担となる。 

◇申請期日：2018 年 4 月 25 日(水) 

【健康体操】                     指導 : 杉山 遼 会員  

雪の日が多いので、転ばないような歩き方を習得しましょう。 

ペンギン歩きのような足の裏全体で地に着く、すり足のような歩

き方をします。雪の日は、この歩き方を取り入れてください。 

【四つのテスト】             志村 幸男 会員 

【点  鐘】              森 茂則 会長 

【会報委員会】            文責：山下 俊也 委員 

 

青少年交換でドイツ派遣の竹尾光君レポート（１月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月１日、不安と期待の両方を胸に抱え私はドイツの地を踏

みました。英語が堪能ではない私は自分の言っていることが伝

わるのかという不安が何よりも大きかったのを覚えています。１

番初めのホストファミリーは、優しく時には厳しく私のことをいつ

も気にかけて下さる方たちです。着いた日から色々な場所に

連れていってもらい、これから往む地について早い段階で知る

ことが出来たと思います。そんな私に最初にそびえ立った壁は

フランクフルト地区にいる派遣生たちによるランゲージキャンプ

でした。英語を話す派遣生が圧倒的多数な中、日本でも特に

上手なほうでもない私はみんなが話している内容を少し理解

するのがやっとでした。またいつでもテンションが高く、結束力

のある雰囲気を少し恐れ、いつも１歩引いたところでそれを見

ていました。私は今もなおこういう外国人のノリがあまり得意で

はありませんが、少しずつ参加できるように努力はしています。 

 ランゲージキャンプが終わってからすぐに学校が始まりました

が、そこにも大きな壁がありました。まわりは、ドイツ語はもちろ

ん英語も上手な子ばかりで、質問されてもうまく答えられないこ

とも多く、皆から品定めをされている気分にもなりました。これ

は今でも感じることもあり、もっと勉強をし、人見知りをすこしず

つでも直していかなきやいけないなと思っています。 ドイツ語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の壁は日本にいる時に思っていたよりも高く、今も尚、悩まされ

ています。ただドイツに来た時を思い返してみると、まともな挨

拶すら交わせていなかったため、自分の言いたいことを文法

は完璧ではないかもしれませんが、伝えられるようになっただ

けでも進歩はしているのかなと感じています。ホストファミリーか 

ら、新聞を読むようにと勧められてきましたが、これまではほと

んど何じやこれ？となってしまい、ただの発音練習にしかなら

なかったため、なかなか長続きしませんでしたが、最近は新聞

に目を通すと理解のできる単語が多くなり、ただのアルファベ

ットの羅列から少しは理解できるようになってきました。やはり

理解出来ると楽しいもので、１日ひとつ地元の小さな記事をピ

ックアップして、日本語に訳すことを始めました。(三日坊主で

終わらなければいいですが) 

また言語以外でも多くの経験が出来たと思っています。 

ホストファミリーは日曜日など時間があるときには必ず私をど

こかに連れて行ってくれました。フランクフルトの市(？)長に会

わせて頂いたり、ベートーヴェンハウスに連れて行ってもらっ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frohes neues Jahr! (あけましてお

めでとうございます) 

遂に 2018 年が始まりました。ドイ

ツでは年明けとともに打ち上げ花

火が盛大にあがり、家族というより

友達など仲開と新年を祝います。 

 こちらに来て、既に６ヵ月が経ち、

残りは半分という所まできました。

今回はこの半年について、少し振

り返りつつ、この１ヶ月に学んだ事

についても述べていきたいと思っ

ています。 

 



たりなど多くの文化に触れて来ましたが、その中でもこの半年

で印象が強いのはまずは 24 時間マラソンです。これについて

は前のレポートに書かせて頂いたので、あまり詳しくは述べま 

せんが、ロータリークラブの人たちと深夜を除いて１日中走り続

けるのはとても大変でしたが、もともと走るのが嫌いではない方

な私は、とても楽しく有意義な時間を過ごせたと思います。運

動の楽しさを教えてくれたものの一つだと思います。日本に帰

ってからもこのような企画はないにしてもなにか、全力で楽しめ

るスポーツを仲間とやり遂げたいなと感じました。またこのマラ

ソンは寄付も集っていて、全てを貧しい人たちの往宅建設の

ために使い、障害を抱えてる人たちも一緒に走るなど福祉の

意味も多くあります。この心は日本にもあるとは思いますが、私

はこれまであまりそういうことに触れてこなかったのでとても感

動しました。 

 また他に印象に残ったこととしては、Tannte Emma も挙げら

れると思います。これも１度レポートに書きましたが、こちらも貧

しい人たちのために、無償で色々なものを提供しているお店

です。自分には何も帰ってこないのに、ほかの人たちのために

当たり前のように働いているホストファミリーやその友人の方た

ちの姿はとても印象的で、初めはなぜこんなことができるのだ

ろうと思っていた自分でしたが、今ではいつかはそういうことの

出来る人間になりたいと思っています。 ドイツにきてからこの

ように人に奉仕することの素晴らしさに触れることができたこと

が、この半年間で１番自分にとっては大きな収穫だと感じてい

ます。残り半年も多くの優しさに触れ、少しでも自分もそれに近

づけるようにしていきたいと思います。 

 今年の初めには、同じ地区にいながら、なかなか会うことの

出来なかった他の派遣生とも遊ぶことが出来ました。派遣生だ

けで行動したため、ドイツ語が心配な所もありましたが、しっか

りとフランクフルトを満喫することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、今月はホストファミリーとともにケルンの大聖堂を訪れ、

昨年の来日生のマーシャと再会しました。久しぶりでお互いに

緊張してあまり多くは話せませんでしたが、来日生と過ごした

日本での日々を思い出し、またそれをホストファミリーにも伝え

られました。このタイミングでマーシャに会うことが出来てほんと

によかったと思いました。大聖堂はとても綺麗で、また行きたい

と感じました。  

 ２月は力－ニバル、そして３月にはヨーロッパツアーもひかえ

ています。色々なことをしっかりと理解できるように準備をした

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 


