
第１３１９回例会 ９月１１日（金）ガバナー公式訪問   ホテルモリノ 

第１３２０回例会 ９月１８日（金）委員長会議報告    ホテルモリノ 

第１３２１回例会 ９月２６日（金）会員卓話       琴平会館 

 

 

【開会点鐘】 蓬田 忠 会長 【S.A.A.】 宇津木 茂夫 委員 

【例 会 場 】 ホテルモリノ 

【 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】         蓬田 忠 会長 

◆米山奨学生  
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【今月の誕生日・記念日】        青戸 慶太 親睦委員長 

〈会員〉 雪井洋子会員(13日)、 

      木村良三会員(１７日)、 

      佐々木範行会員(２１日)、 

      鈴木憲治(２６日)、 

      長瀬敏之会員(２９日) 
 

【代表して 雪井洋子会員コメント】 

 

 

 

【第３回理事・役員会報告】           蓬田 忠 会長 

１． 近隣清掃活動について（社会奉仕委員会）   【承認】 

※詳細説明は後日，但し開催は承認 

２．今年度クリスマス会について 中止を決定    【承認】 

３．新型コロナ関連活動支援応募について、検討中【承認】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】          蓬田 忠 会長 

１．９月のＲIレート １ドル＝１０６円 

２．ガバナー事務所より、 

9月の『基本的教育と識字率向上月間』のリソースが届く。 

３．神奈川東ＲＣ ガバナー訪問担当より、 

9月 11日（金）ガバナー公式訪問同行者２名のご連絡。 

・白鳥 厚夫（しらとりあつお）様  地区副幹事 

・植田 清司（うえだきよし） 様  地区副幹事 

４．Ｒ米山記念奨学会より、学友会証明書が届く。 

５．川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、第１回実行委員会

開催のお知らせ。 9/30（水）18:30～20:00 新百合２１ホール 

【幹事報告】          川﨑 航 幹事 

★例会変更 ◎横浜南RC 

【お知らせ】 

○来週の例会は『ガバナー公式訪問』と 

  なります。スケジュール表の確認をお願いいたします。 

○川崎西ＲＣ青少年交換学生支援金と地区義援金  

合計 3,000円徴収しております。 

  まだの方はお支払いをお願いいたします。 

○8/21の例会で”手鏡”の忘れ物を預かっております。 

 

 

 

 

 

 
［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：044-953-5111 

［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 

※第 5 金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

第 1318 回 例会記録 2020 年 9 月 4 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

 

 

「70 歳を過ぎたことを気にしているので、

周りから“おめでとう”と言われるよりも“残

念だね”と励ましてくれます。この一年は

元気で過ごせるように頑張ります。」 

 

 

今月、記念日を迎えた会員 

 

 



【出席委員会】         円城寺 広明 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1318回 32 23 9  71.9％ 

1317回 32 24 8 1 78.1％ 

1316回 31 22 9 1 74.2％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1318回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    18件 ￥18,000 

ロータリー財団委員会 ４件 ￥36,800 

米山記念奨学委員会    ３件 ￥35,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】    雪井 洋子 副委員長 

◇蓬田忠会長【暑さ続きで体調に気を付けて下さい】 

◇大野勉会員【暑い毎日です。エアコン工事大変です】 

◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 ◇木村良三会員  

◇黒木啓太郎会員 ◇佐藤達弥会員 ◇鈴木昭弘会員  

◇鈴木憲治会員 ◇中山隆弘会員 ◇長瀬敏之会員  

◇森茂則会員 ◇門間亜砂子会員 ◇山下俊也会員  

◇雪井洋子会員     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 メッセージ】 宇津木 茂夫 委員長 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇鈴木昭弘会員  

◇鈴木憲治会員        ご協力有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

【米山記念奨学委員会 メッセージ】   梅澤 馨 委員長 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇鈴木昭弘会員      

ご協力有難うございました。 

【親睦活動委員会】              青戸 慶太 委員長 

12 月のクリスマス親睦家族会ですが、8 月 21 日の例会終

了後に親睦委員会を開き、親睦委員と会長幹事で協議を重

ね、ご家族やお客様をご招待して行うことは健康等の問題

から厳しいとの結論となり、今年度は中止といたします。

今後、形を変えて親睦活動を考えていきます。 

【雑誌広報委員会】              鈴木 憲治 委員長 

ロータリーの友９月号の内容の紹介（省略） 

24ページには、3.11の時に親を亡くされた 

方へ奨学金を給付する制度のことが載って 

います。当クラブでも25周年の時に、「ロー 

タリー希望の風奨学金」へ寄付をいたしまし 

た。今後も周年行事の際には考えたいと思います。 

【青少年委員長会議 報告】        木村 良三 委員長 

８月２４日にソシア２１で、ライブ会議と同時

にZOOM会議が開催されました。 

2590地区 轟パストガバナーのご英断で

今年度の当地区における青少年交換プロ

グラムは「見直し期間」と位置づけて、受入

れを中止することになりました。折からのコ 

ロナ禍による影響も重なり、各クラブでの受入れ態勢や日本から

の交換留学生の選定方法などについても、今一度よく検討するこ

ととなっております。（2020年6月30日 ガバナー月信に詳細あり） 

 今回の青少年奉仕委員長会議は、主に来期以降の再開に向

けた検証内容を中心に、各クラブの委員長がグループディスカッ 

ションを、ソシア２１のライブ会場とZOOM参加者 

とを分けて話し合いが行われました。 

 今年度の地区の青少年奉仕行事として、*イン 

ターアクトの年次総会 *ローターアクトの日に 

地区研修、協議会を開催 *青少年プログラムの意見交換 のい

ずれか、またはすべてを検討することとし、各クラブでの青少年交

換プログラムの実施経験の有無について焦点を合わせました。 

 議題内容、問題点として、下記のような意見交換がありました。 

⑴ 海外交換生の受入れ態勢や、ロータリアンの家庭事情、また

１０代の交換生を受け入れるにあたり、同年代・同性のお子さ

んがいるロータリアンファミリーが中々少なく、また受入れ学

校が地区内で限られていることから、なかなか難しいこと。（受

入れ経験があるファミリーは、奥様の負担がかなり大きい） 

⑵ ひと昔と違い、スマホを使う交換学生が多くなってきており、

LINEなど無料TV通信ができることで、母国の友人や家族と

頻繁にコミュニケーションを取りやすく、日本語や日本文化を

学ぼうとする積極的な心構えを持たない交換学生が多く、日

本になじむことが難しくて帰国してしまうケースが多い。 

⑶ ホストファミリーの手に負えない。 

⑷ ロータリアンではなく、一般家庭への協力要請頻度が多い。 

⑸ 世界でも同様の事例が見られる。 

 当クラブでは、2014-15年度にフランスからのマリリ 

ンさん、2017-18年度にドイツからのノエル君、を受入 

れました。（ノエル君はすぐに帰国されました。）派遣学生としては竹尾

光君をドイツへ送り出し一年間しっかり学んで帰国されました。交

換学生の資質や心構えにも個人差があり、また３カ月ごとにホスト

ファミリーが変わるという方式も見直す必要があると考えられます。 

 青少年交換プログラムは、グローバルに活動できる人材育成を

目的としていますが、実情を鑑みてベストなものにする必要があり

ます。9月25日までにアンケートを提出いたしますが、川崎麻生

RCとして経験談と一般論を合わせた内容にしたいと思います。 

 最後になりますが、今年度委員長の活動に際し、鈴木憲治会員

からロータリーのバイブル、青少年奉仕委員の資料を頂きました。

感謝申し上げます。有難うございました。 
   

【四つのテスト】鈴木 豊成 会員 【閉会点鐘】蓬田 忠 会長 

【会報委員会】                 鈴木 眞一 委員長 

◇文責：森 茂則 副委員長  ◇写真：雪井 洋子 委員 

 

 

 

      
宇津木茂夫 R 財団委員長   梅澤馨 米山記念奨学会委員長 

  

財団委員長 

 


