第 1389 回 例会記録 2022 年 10 月 14 日（金） S.A.A.委員長 碓井 美枝子
【開会点鐘】

宇津木 茂夫 会長

【S. A. A】

梅澤 馨 委員長

【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】
おう

宇津木 茂夫 会長

くん

◆王 坤 さん 米山奨学生
【臨時 理事役員会報告】

宇津木茂夫 会長

１．森茂則会員退会届提出について 宇津木茂夫会長より
一身上の都合により退会届提出
２．指名委員会発足について

【承認】

鈴木昭弘直前会長より

細則により指名委員会を発足
【会長報告】

【承認】
宇津木茂夫 会長

１．ガバナー事務所より、

大野 勉 出席委員長
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の参加拡大とパネリストのご案内が
参加枠：１クラブ

修正

出席率
69％

【各委員会寄付】
委員会

〇地区大会２日目『平和フォーラム』
届いております。

【出席委員会】

第 1389 回(件数)

合 計

ニコニコ委員会

14 件

￥14,000

ロータリー財団委員会

2件

￥29,500

米山記念奨学委員会

2件

￥20,000

１名⇒３名に拡大 ※当クラブから
【ニコニコ委員会 メッセージ】

宇津木会長参加予定

鈴木豊成 社会奉仕委員長

２．Ｒ米山記念奨学会より、“ハイライトよねやま 271 号”のご案内

◇宇津木茂夫会長【王さん、宜しくお願いします】

３．川崎高津ロータリークラブより、夜会例会のご案内

◇木村良三幹事【佐々木会員、いつも少年野球部に飲み物

１１月１５日㈫１８：００点鐘（２時間予定）ホテルＫＳＰ ３階

のご提供有難うございます】

卓話：「新しい政令都市の在り方」川崎市長 福田紀彦様
懇親会：コンサート等 登録料 5,000 円
４．柿生中央商店会より、『禅寺丸柿まつり』のご案内
10 月 15 日（土）10:00～15:00 柿生駅南口広場
【幹事報告】 特にありません。

木村 良三 幹事

大野勉出席委員長

親松明米山記念奨学委員長

第 １ ３ ９ ０ 回 例会 １０月２７日（木）社会奉仕委員会 駅周辺清掃 アサオガーデン
第 １ ３ ９ １ 回 例会 １０月２８日（金）夜会(例会当日誕生日会)
モリノ７F「梅の花」
第 １ ３ ９ ２ 回 例会 １１月 ４日（金）定例理事会（５）
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 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

◇大野勉会員【ゴルフお疲れ様でした】
◇鈴木昭弘員【王くん、加油！！】
◇青戸慶太会員 ◇梅澤馨会員 ◇圓城寺広明会員
◇大石佳会員 ◇親松明会員 ◇梶俊夫会員
◇佐々木範行会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員
◇山下俊也会員

以上、ご協力ありがとうございました。

ナポリのスタジオにて

【ロータリー財団委員会 メッセージ】 圓城寺 広明 委員長

←アイドル時代のポスター写真

◇宇津木茂夫会長【王さん卓話よろしく】
◇木村良三幹事

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】

親松 明 委員長

◇鈴木昭弘会員【王さん、卓話頑張れ！】
◇木村良三会員

ご協力有難うございました。

【親睦活動委員会】

鈴木 昭弘 委員長

それから、イタリア
のナポリ大学院で、
オペラを勉強した
り、上海映画大学
で演技を勉強し
ていました。

佐藤会員の例会当日誕生日の記念例

その後、日本

会は、10 月 28 日、場所は、ホテルモリ

の芝居や演技を

母は日本の昭和時代のドラマや歌が好きで、

ノ７階奥の「梅の花」で行います。時間は

勉強するために、

CD を買って流していました。

18 時～で、会費は 6000 円です。

２０１９年に日本に 「リヤ王」のメンバーと

例会後にパーティーとなります。皆さん

来ました。日本語

のご参加をお願い致します。

学校で１年間勉強

【社会奉仕委員会】

鈴木 豊成 委員長

10 月 27 日(木)に川崎百合丘 RC と合同

して大学に入学し
ました。
今は、日本映画大

で清掃活動を行います。21 日の例会変

学の演技コース

更という形になります。

３年生です。１年生の時に短編映画に出演し、殺人者の役で

清掃活動の地域は、モリノ周辺の地域と

したが、犯罪者の心理等を勉強しました。２年生の時、シェイク

北口の地域の２班に分かれて行います

スピアのリヤ王に出演して、全編２時間半で日本語のセリフも

ので、約２時間位です。青葉幼稚園に

長くて大変でしたが、表現力などを磨き実力を高めました。

集合し、記念撮影、その後、アサオガーデンへ移動して懇親
会になります。皆さんご参加のほど、宜しくお願い致します。

【卓 話】

【豫劇】 母が中国の民族劇、豫劇の女優でした。

おう

くん

米山奨学生 王 坤 さん
韓国でアイドル時代

今までにいろいろな所で、歌や演技等を学びましたが、映画と
演劇の違いを実感しました。
これからは短編映画に出演する予定ですが、日本語で、感
情を演技として伝えることが課題です。表現は内面が伴わない
と嘘になると思います。しかし感情を大事にし過ぎて分からなく
なる場合は嘘でも表現をして役の自由さを取り戻します。
ロータリーの家族になって６カ月がたちました。いろいろな方
と交流してロータリーの奉仕の精神や世の中のために貢献し
ていくことを学びました。奉仕は自分の知識や経験、能力を他
の方々とシェアしていくということだと思います。これから私の

韓国のテレビ番組にて

勉強も仕事も奉仕の精神をもって頑張りたいと思います。

【自己紹介】 出身は中国の河南

【お知らせ】

省、中国の真ん中で歴史が古く、

「豆辞典」の 15，16 ページに米山学友の方々のことが載っていま

鉄道の中心、河南省の麺が有名

す。その中で、周順圭さんという方が、奨学会へ５０万ドルの寄付

です。ですので、日本の豚骨ラー

をされました。この方はシリコンバレーで起業される方のサポート

メンや油そばも好きです。

（エンジェル投資家）をされています。もう一人モンゴルのデルゲ

中学生の時、音楽の成績が良く、
音楽の高校に推薦されました。高
校卒業後、韓国の K-pop アイドル
として３年間活動していました。

鈴木 憲治 会員

ルマー・アルザフダイ（通称デギー）さんのことも載っています。

【四つのテスト】鈴木昭弘会員 【閉会点鐘】宇津木茂夫会長
【会報委員会】 大石 佳 委員長

写真：大石 佳 委員長

