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●司会            白石 浩司 ＳＡＡ 

●点鐘             増田 昌美 会長 

●斉唱               「奉仕の理想」 

須山 文夫 ソングリーダー 

 

来訪ロータリアンの紹介  岩井 茂次 親睦委員長 

川崎ＲＣ             小口 和久 様 

 

会長報告            増田 昌美 会長 

１．４月７日（土）に川崎大師ご供茶式５０回記念前夜

祭で大変素晴らしい夜間コンサートが行われまし

た、野沢会員ご苦労様でした。 

２．ガバナー事務所より「第３回日台ロータリー親善会

議」の案内が届いておりますので掲示板に掲載させ

ていただきます。 参加希望の方は事務局又は幹事

まで連絡をください。 

３．ＲＩ２５９０地区米山学友会主催 東日本震災復興

支援チャリティーコンサートが行われます。出来る

だけ多くの会員の参加をお願いします。 

  日時：５月１２日（土） 14：30～17：00 

   場所：馬車道 関内ホール 小ホール 

  チケット￥4,000(内￥2,000が支援金) 

４．本日は川崎大師ＲＡＣの４月第１例会が開催されま

す。お時間の許せる方はご参加の程よろしくお願い

します。本例会は、新横浜ＲＣと今度新しく出来る

新横浜ＲＡＣが視察に来るので、出来るだけ多くの

方の参加をお願いします。 

   日時：４月１１日（水） 19時：30～20：30 

   場所：川崎市産業振興会館１０階会議室 

幹事報告            武者 惠吾 幹事 

１．４月４日（水）に開催しました第１０回理事会議事

録をポストに入れさせていただきましたのでお目

通しをお願いします。 

２．４月１５日 第２回献血推進活動。 

  ５月１２日東日本大震災チャリティーコンサート。 

  ６月１３日 一泊移動例会時の増田年度最後のゴ

ルフコンペ。 

  案内を回覧させていただきますので、多くの会員の

参加をお願いします。 

 

出席報告           船木 幸雄 委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

1902 回 60 50 35 15 70.00 ％

1900 回 60 50 29 21 58.00 ％

2 修正出席率 62.00 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

通算 出席率

 

メイクアップ 

清水 宏明、須山 文夫          各会員 

３月度出席順位 

２７５％ 武者 惠吾 

２２５％ 増田 昌美、須山 文夫 

２００％ 牛山 裕子、横山 俊夫、鈴木 昇二 

１７５％ 竹中 裕彦、渡辺 冨士夫、水口 衛 

１５０％ 宮山 光男、村石 庄作、岩井 茂次 

第１９０２回（本年度 第３７回） 例会 平成２４年 ４月 １１日  曇り 
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例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０～ 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館 
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１２５％ 船山 昭三、島岡 榮基、遠藤 悦弘、 

野沢 隆幸、中村 眞治、石渡 利治、 

石川 庸、清水 宏明、伊藤 佳子、 

石渡 勝朗           各会員 

 

ホームクラブ１００％ 

船山 昭三、遠藤 悦弘、中村 眞治、石渡 利治 

渡辺 冨士夫、岩井 茂次、岩崎 寛、鈴木 昇二 

伊藤 佳子、武者 惠吾、船木 幸雄、竹内 祥晴 

各会員                

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

竹中 裕彦 副会長  

川崎ＲＣ             小口 和久 様 

明日が６３回目の誕生日なので・・・。 

清水 宏明 会員 

川崎市産業振興財団主催の「かわさき起業家オーディシ

ョン」で大賞（市長賞）を受賞することができました。 

竹田 正和 会員 

鈴木（幹）さん、野沢さん、渡辺さん、鈴木（昇）さん 

色々お世話になりました。今後共よろしくお願いします。 

野沢 隆幸 会員 

４月７日川崎大師ご供茶式５０回記念前夜祭にご参加

の皆様有難うございました。肌寒い夜でした。 

飯塚 元明 会員 

地区協議会、おつかれ様でした。本日は失礼します。 

白石 浩司 会員 

いつもお世話になります。 

船山さん 先日おいしいワイン有難うございました。 

牛山 裕子 会員 

喬さんの卓話なのにすみません、所用の為途中で失礼い

たします。 

増田 昌美 会員 

１．喬君、卓話楽しみにしています。 

２．野沢さん、本堂前での素敵な屋外コンサートありが

とうございました。 

村石 庄作 会員 

１．喬さん本日卓話よろしくお願いします。 

２．本日早退させて頂きます。 

竹中 裕彦 会員 

第５０回川崎大師ご供茶式とお茶会おめでとうござい

ました。野沢さんお疲れ様でした。でも本当に寒かった

ですね。 

本日のニコニコのテーマ 

「喬君、日本と中国の架け橋になって下さい。 本日は

卓話宜しくお願いします」 

♪鈴木幹久♪船木幸雄♪横山俊夫♪船山昭三 

♪小林勇次♪武者惠吾♪嶋崎嘉夫♪中村 眞治 

♪鈴木節夫♪伊藤佳子♪岩井茂次♪     各会員 

 

委員会報告  

社会奉仕委員会        清水 宏明 委員長  

４月１５日（日）に楽大師の会場にて、第２回献血推進

運動を行います。１０時から１５時までで、午前中は９

時３０分、午後は１２時３０分の集合です。赤十字の方

からも「くれぐれも多くの人を集めてください」と言わ

れております。４０名以上の献血が必要です。          

 

卓話者紹介     横山 俊夫 プログラム委員長  

元米山奨学生 喬 禹翔 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜国立大学 国際社会科学研究課博士後期過程在籍 

２０１０年度 米山奨学生として川崎大師ＲＣ所属 

       （カウンセラー 増田 昌美 会長） 

全日本中国留学生学友会 副会長 

東京地区中国留学生学友会 副会長 

横浜地区中国留学生学友会 会長 

日本国際経済法研究会 幹事 
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５月１２日に被災地支援のためのチャリティーコンサ

ートを関内ホールで行います。米山学友会、横浜地区 

中国留学生学友会が主催、全日本学友会共催、ロータリ

ー２５９０地区が後援です。 

 卓話 

私達と日本 

１、私と日本のつながり 

日本のアニメが好きで、中学校時代から日本語を学び

ました。高校時代に、ホームステイの日本人高校生と出

会いました。日本人は、話しやすいしお金持ちでとても

礼儀正しいという印象でした。 

日本に留学し、帝京大に半年研究生として通いました。 

その後横浜国大に通うことになりました。米山奨学生と

して川崎大師ＲＣの方達と交流し、とても勉強になりま

した。縁から絆になりました。 

２、私達と日本 

 奨学金をいただき、経済的な負担だけでなく生活上も

応援していただきました。学校の先生からは、「持ちつ

持たれつ」と教わりました。中国の諺に「一滴の水の恩

を泉で返す」というのがあります。地震後、留学生とし

て復興のためにできることを考えました。 

３、救援活動 

 日本に来て４年以上経過しました。第二の故郷といえ

る日本の、大震災後の被災地を見て、とても悲しくなり

ました。被災地の救援活動を行う上で、迷惑をかけない

よう研修を受け、現地で瓦礫の撤去を行いました。被災

者の方の心の苦しみを救おうと、円描き大会を行いまし

た。円の美しさを知ってもらうことが目的で、最も大き

い円は地球です。円はとても安定しています。円は縁で

す。どこでも繋がっていることを伝えたいのです。 

 ２月１８日に、気仙沼に布団乾燥機を寄付しました。

そのために、６人の留学生のメンバーで前夜出発しまし

たが、給油のためにガソリンスタンドに寄りました。そ

この係員の方に、「何処に行くの？」と聞かれ、事情を

説明したところ、「これを持っていって、途中で食べて」

と、おにぎりを２０個いただきました。「日本を応援し

てくれてありがとう」とも言われました。人間は一人で

はない、繋がっていると感じました。 

 チャリティーコンサートの目的は、復興のための募金

と、中国の楽器の紹介です。第二の故郷の日本の復興の

ため、恩返しのために中国人留学生自らの行動です。 

４、希望 

 米山奨学金をもらっている中国人留学生や、他の国の

留学生が「社会からもらったものを社会に返す」という

理念を理解してもらうことです。 

５、結論 

 福山雅治の「道標」という歌の中の、この歌詞が結論

です。 

「人に出逢い 人を信じ 人にやぶれて 

人を憎み 人を赦し また人を知る 

風に吹かれ 泣いて笑い 生きるこの道」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会  

平成 24年４月２５日（水） 

卓話 

寺川 香苗 様 

「川崎を『映像のまち』に！」 

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 
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