第 1327 回 例会記録 2020 年 11 月 13 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘
【開会点鐘】 蓬田 忠 会長 【S.A.A.】黒木 啓太郎 委員
【例 会 場 】 ホテルモリノ
【 ソ ン グ 】 ロータリーソング『それでこそロータリー』
【ゲスト・ビジター紹介】

蓬田 忠 会長

◆徐 菁一さん 米山奨学生
【会長報告】

【出席委員会】
例会
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蓬田 忠 会長

１．ガバナー事務所より
〇８月実施の『青少年交換プログラムに
関するアンケート』の結果と今後につ
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【各委員会寄付】

いての報告が届く。

委員会

※本プログラム再開に向けて模索する

第 1327 回(件数)

合 計

ニコニコ委員会

22 件

￥22,000

〇『2019-20 年度 Ｒ青少年交換 派遣学生 帰国報告会』

ロータリー財団委員会

2件

￥6,000

開催の案内。12 月 19 日（土） 14:00～16:15 オンライン

米山記念奨学委員会

3件

￥16,000

２．横浜南ロータアクトクラブより、創立 50 周年記念例会の
案内。

12 月 12 日（土）15:00～17:00 オンライン

３．東日観光㈱より、台北年次大会参加旅行募集案内。
※報告

【ニコニコ委員会 メッセージ】

◇蓬田忠会長【米山奨学生 徐菁一さん卓話宜しくお願いします】
◇川﨑航幹事【徐さんようこそおいでくださいました。
本日は宜しくお願いいたします】

・鈴木憲治会員 11/11 国税庁より局長表彰状、

・黒木会員 西税務署より署長感謝状を授与されました。
【幹事報告】 ★例会変更 ◇横浜南 RC

川﨑 航 幹事

森 啓伊 委員長

◇大野勉会員【徐さん今日は卓話宜しく】
◇梶俊夫会員【黒木さん署長感謝状表彰おめでとうさん】
◇志村幸男会員【徐さん卓話宜しく】
◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員
◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 ◇親松明会員
◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇鈴木昭弘会員
◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員
◇長瀬敏之会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員

川﨑 航 幹事

円城寺 広明 委員長

森 啓伊 委員長

◇門間亜砂子会員 ◇山下俊也会員 ご協力ありがとうございました。

第 １ ３ ２ ８ 回 例会 １１月２０日（金）委員長会議報告
第 １ ３ ２ ９ 回 例会 １１月２７日（金）夜 会
第 １ ３ ３ ０ 回 例会 １２月 ４日（金）年次総会

ホテルモリノ
麻生ガーデン
ホテルモリノ

［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
［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
※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：044-953-5111
TEL：044-966-1300
TEL：044-951-1322

【ロータリー財団委員会 メッセージ】 宇津木 茂夫 委員長

ニャンコのスーシーとワンズは、繋

◇蓬田忠会長【コロナ気を付けて！】

げるとスーシーワンズ（四喜丸子）

◇大野勉会員

という中国の有名な料理の名前です。

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

〈故郷〉 中国東北にある黒竜江省の

◇蓬田忠会長【コロナ油断しないように過ごしましょう】

ハルピンに近い牡丹江と

◇鈴木憲治会員【11 日には国税庁より表彰を受けました】

。

いう街で、黒竜江

◇大野勉会員

。

省の中で３番目

ご協力有難うございました。

【青少年委員会】

木村 良三 委員長

牡丹江駅

に大きい街
です。

８月に地区青少年プログラム委員
会からのアンケートを実施し、53
クラブから回答がありました。
皆様からの貴重なご意見を踏まえ、
来期以降にプログラム再開の道を
模索して参ります。
〈今年度重点的に改善を目指す５項目〉

①覚書(案)策定

(日本語、英語) ②確約書（案）策定(日本語、英語) ③交換
相手国・地区選定のための情報収集・検討 ④派遣学生選考
基準策定 ⑤「青少年交換プログラム」の意義・目的を地区内
クラブへ徹底周知

【米山奨学生 卓話】

徐菁一さん

〈日本に来た理由〉 ●出身地牡丹江の影響 幼い頃、親

私・徐菁一について

から牡丹江の道路は日本人が作ったと言われ、そのことが頭

〈家族〉両親とペット４匹です。

満州時代の歴史や小説から興味をもちました。 ●経済大国

の中に強く残っていました。高校の時に日本との繋がりを調べ、
中国では日本の車や家電は非常に人気があります。日本は資
源がないのに経済が発達していますが、中国は資源があるの
に今だに発展途上にあります。そのことに興味を覚え、日本へ
のあこがれが強くなりました。 ●言語文化の近さ

日本語を

勉強していくなかで、漢字になじみを覚え、同じ意味の漢字が
あって、日本語がますます好きになり留学したいと思いました。

〈日本語学校の生活〉
2016 年 7 月～2018 年 3 月まで
初めてのハロウィンで渋谷へ
行きました。楽しかったです。
右端が私です。

父親と。今年、旧正月で帰省した時
親戚の家で

ボウリングをしました。いろいろ教え
て頂き、良い思い出になっています。
母親、昨年 4 月来日した時
うなぎ屋さんで

キン ポウ(♀)１歳

ゲン ポウ(♀)
６歳９ヵ月

ワンズ(♂)
４歳５ヵ月

スーシー(♀)５歳

もちろん勉強もしっかりしました。奨学金も頂きました。

〈将

来〉 ●日本語教育資格検定 ●大学院へ進学
●日本語教師 ●新しい教育方針
これからも目標が達成できるように力を
つけたいと思っています。
ご清聴ありがとうございました。

※蓬田 忠 会長より 徐さん、今日の卓話を有難うございまし
た。日本語教師になるという目標に向かって頑張ってください。

【親睦活動委員会】 青戸 慶太 委員長
今月 26 日の麻生ガーデンでの懇親会をよ
ろしくお願いいたします。徐さんと友人２名
も参加予定になっております。

➡

【四つのテスト】

青戸 慶太 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：門間 亜砂子 委員

〈大学生活〉 2018 年 4 月～

前回、親松指名委員長より発表された次年度理事役員候補（さらし）

１１月１０日(火) 素晴らしい秋晴れの中、ゴルフコンペが行
われました。場所：東京国際ゴルフ倶楽部 参加者（１１名）：
宇津木茂夫会員 碓井美枝子会員 梅澤馨会員 円城寺広
明会員 大野勉会員 梶俊夫会員 木村良三会員 佐藤忠
博会員 志村幸男会員 鈴木豊成会員 森啓伊会員 成績：

最初は文学部日本語学科に所属しました。
勉強したことは ●日本語の文法や教授法 ●日本文化研究
（茶道・香道） ●生涯学習論や発達言語学 ●日本語教育
実施 ●日本語クラスビジター ●文学作品（源氏物語、徒然
草、百人一首）
日本語学の理論を学んで日常会話を分析しながら日本語力
を向上させ、思考力を鍛えていきたいと思っています。それを
土台にしてより一層深みのある作品を読み込んで、自分の考
えをまとめて卒論を完成させたいと考えています。最後は第二
言語習得のメカニズムを研究して、日本語教育に関するスキ
ルを身につけて、教育において、学習する人にどうしたら良く
理解してもらえるかを解明したいと思っています。

1 位 鈴木豊成会員 2 位 森啓伊会員 3 位 木村良三会員

