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「君が代」「奉仕の理想」

 ソングリーダー　中條藝立 会員

　

小枝義夫　幹事幹事報告
1.例会変更のお知らせ
2.9/3（土）、9/17（土）水辺の楽校「ハゼ釣り教室」
  13～15時
3.9/6（火）会長・幹事会　18：00～「ビストロ キューブマン」
4.9/12（土）水辺の楽校「ハゼ釣り大会」13～15時
5.本日理事会開催

●川崎中原ＲＣ
　　　 9/ 8（木）定例早朝例会を昼例会に変更
　　　　　　　    点鐘　12：30　　場所　ホテル精養軒　
　　　 9/22（木）休会（祝日）
　　 9/29（木）夜間例会 鈴や武蔵中原店　点鐘18：30
　　 10/29（木）休会（定款細則よる１回目）

●川崎幸ＲＣ
　　　9/ 9（金）夜間移動例会親睦会
 　　　　　　（川崎競馬場）点鐘18：00
 9/28（金）休会（定款 第６条 第１節(b)
　　 10/21･22（土）一泊親睦旅行箱根湯本 吉池旅館

●川崎大師ＲＣ
　　　9/ 28（水）３ＲＣ合同親睦夜間例会
　　　　　　　　 　点鐘　18：30　場所　川崎日航ホテル

今後の予定

委員会報告

◎ 9月  8日(木)　「地域包括ケアを通して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職業奉仕を考える」　
　　　　　　　　　　　内田秀彰 職業奉仕委員長

◎ 9月15日(木)　「クラブフォーラム（全体会議）」

◎ 9月22日(木)　休会（祝日　秋分の日）　　　　　　　

 　　　　親睦活動委員

安本好勝　会長 

安本好勝　会長 

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

ありません

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

ビジター紹介

ゲスト紹介

スピーカー紹介

　　　　

　　　　

　　　　

　

　

　

中條藝立

望月幹仁

　　　　　　出席報告                                           　　出席委員長

　　　　

　　

谷屋 利隆 様（川崎南ＲＣ）

　　

ロータリー米山奨学生
陳成姫（ジンソンヒ）さん　　

ロータリー米山奨学生
陳成姫（ジンソンヒ）さん
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1.９月ロータリーレート　1＄＝102円
2.9/23（金）社会奉仕委員長会議　15：00～17：30
2.10/26（水）第34回　７クラブ親睦ゴルフ大会のご案内
　ザ・カントリークラブ・ジャパン　
（※10名以上のエントリー要望）
3.昨日、富津シティＲＣ「家族会」への参加報告
（松中会員、野口会員、増田敏雄会員、河口会員、
　山﨑会員、小枝幹事・安本会長　計7名）
4.その他
①8/25米山委員長会議へのご出席有難うございます。
　三野委員長、地区増田敏雄委員
②8/28（日）米山夏季レクリエーションへのご参加
　有難うございます。（米山奨学生ジンさん、
　三野委員長、地区増田敏雄委員）

会長報告 安本好勝　会長 

　　　　
■増田敏雄ロータリー研修委員長
　ファイヤーサイドミーティングの件
　9/7（水）、9/12（月）18：30～

■御幡幸男青少年奉仕委員長
　水辺の楽校「ハゼ釣り教室」
   9/3（土）、9/17（土）13：00～15：00
　

森野知良



新しい方を中心に聞いて頂きたいと思ってお話し致します。米山記念奨学事業とは、日本で学ぶ  外  国
人留学生への支援事業です。ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日本との懸け橋と  なって  国際
社会で活躍する優秀な留学生を奨学することを目的としています。優秀とは「（1）学業」  に対する熱意
や優秀性はもちろんのこと、「（2）異文化解」「（3）コ ミュニケーション能力」への意 欲  や能力に優れてい
る点が含まれます。ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを通して、日本の文  化、習慣などに触れ
社会参加と社会貢献の意識を育 て、将来ロータリーの理想とする国  際平和の  創造と維持に貢献
する人となることが期待されます。ロータリー運営のよき理解者を作り、二度と戦  争の悲劇が起こらな  い
ようにしたい、こんなロータリアンの願いからできたのが米山記念奨学事業で  す。
川崎マリーンRCでは、現在韓国からの留学生、専修大学の陳成姫さんを迎えています。2年  後、博士  
号を取得すると、米山奨学会から金時計が授与されますのでぜひ頑張ってほしいと思います。
さて、来月は米山月間です。 2590地区は2014年、2015年と地区別で第一位でした。しかし、2016年は  
愛  知県の2760地区がトップ  になり、この2590地区は第二位でした。寄付金は所得税の減額対象  となり
  ます。今回も全員参加で一位奪還のご協力をお願いします。　留学生に対する補助金は最長2年、学
  部生は月10万円、院生は月14万円です。そして米山の奨  学生終了と同時に学友会  と  いう組織に加入
し、学友同士の交流をはかっています。  中には「なぜ反日の国の留学生を支援する  の」ということを言う
方もおります。でも米山記念奨学  事業では、国家間の問題を個人にすり替えない  で  と唱えています。
国家間に何らかの隔たりがあ  るからこそ、この米山の学友の活躍の場ができるのです。

三野さんから15分間話してほしいと急な依頼を受けて戸惑っています。何を話すか悩み続   けた
結果、私という人間の背景の話と米山奨学生になってからの自分について話すことに   決めまし
た。私は韓国ソウルからの留学生で実家は穏やかところで日本の皇居みたいな   場所です。
今は専修大学で日本語教育を学んでいます。特に漢字教育に興味があり、   論文は「韓国と日本
の漢字教育」について書くつもりです。好きなことは旅行です。去年は   九州に行き、今年は函館
まで17時間かけて、青春楽々切符で旅行しました。また、日本の   お祭りを見るのが好きです。
浅草の三社祭や青森のねぶたを見ました。
家族は父母と二人の兄と私の5人家族です。父が警察大学出身の元警察官です。今は警察の
相談   員として働いています。兄と年が離れている箱入り娘、でも今は一番の問題児です。
専門学校を卒業後マリオットホテルに5年間勤務しました。その後、京都と奈良を旅した際、   親切
な日本人が道案内をしてくれました。それがきっかけで、日本に住んでみたい、日本で   勉強した
いと思いました。将来は大学教授か、それが無理でも留学生支援の仕事がしたいと   思っていま
す。日本留学に際して親からの支援は一切受けないと決めました。ですから学   部時代は、ほぼ
毎日アルバイト漬けでした。でも、ロータリーの奨学生になってアルバイト時   間が3分の1に減りま
した。今年からは生活に余裕が出てきて今まで勉強して来なかった英   語の勉強に力を入れ始め
4月から週1回英会話学校にも通い始めました。今ではあこがれだった『晴れた日曜日におしゃ

れなカフェで勉強すること』も可能となりました。すべてはロータリークラブのお陰です。ありがとうございます。
「頑張ります」、「努力します」は当たり前です。これからは、結果を出せる人間になりたいと思っています。現在、韓国と日
本の関係は複雑かつ微妙な状況にあります。こうした難局の中において、様々な側面からの見方ができ判断ができるバラ
ンスのとれた人材となり、両国の信頼関係構築に少しでも寄与できればと思っています。引き続きよろしくお願いします。

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 宮本欣淳　副会長

ﾛｰﾀﾘｰ米山奨学生
陳成姫　様

米山奨学事業委員長
カウンセラー
三野公一 会員

★皆様にはお世話になっております。宜しくお願いいたします。
　（谷屋利隆様　川崎南ロータリークラブ）

◆中條会員
 本日陳成姫様の卓話を楽しみにしております。
◆秦会員
 陳成姫様少し例会になれたかな。三野さん、陳さん今日 の
 卓話よ ろしくお願いします。
◆鈴木会員
　 長女が今週末より台湾へ初の海外学会へ出席して来ます。
 いらないといっているにも関わらず、土産代をせびられる
 毎 日です。
 陳さん、三野委員長本日の卓話楽しみにしております。
◆森野会員
　 ハットしました。 ぼけボウシ。
 河口さん　やめてよ～～
◆伊藤秀司会員
　 また、社員が２人やめます。しばらく採用でロータリーを出
 らないかもしれません。
◆安本会員
　 1.先日富津シティＲＣ「家族会」出席の皆様ご苦労様です。
 2.陳成姫様本日の卓話楽しみにしています。
◆小枝会員
  奨学生のジンさん、今日は卓話宜しくお願いします。

◆御幡会員
　 先日の親睦定例会に参加の皆様、ご苦労様でした。
 陳成姫様、卓話よろしく。
◆野口会員
　 陳さん、卓話頑張ってください。
◆河口会員
 昨日の富津シティＲＣご家族例会では皆様に大変お世話
 になりました。
◆山﨑会員
 昨日富津シティさんの夜間例会に出席された方々、お疲
 れ様でした。マグロ最高でしたね。
 三野さん、陳成姫さん卓話楽しみにしています。
◆松中会員
　 富津シティＲＣ家族会のマグロ解体ショーは素晴らしかっ
 た。超激うまのマグロはうまかったです。
 陳さんの卓話楽しみにしています。
◆増田敏雄会員
　 8/28米山夏季ﾚｸﾚｰｼｮﾝ、米山の学友や三野委員長、
　 陳さんと楽しく交流出来ました。
 三野さん、陳さん今日の卓話楽しみにしています。
◆福嶋会員
 陳成姫さん、本日の卓話楽しみにしております。
◆小山会員
 陳さん、本日の卓話楽しみにしております。

本日のニコニコ　　 19,000　円

　　　累計金額  　224,000　円

クラブ会報担当：伊藤秀司委員長

本日の卓話

　

演題『米山奨学事業委員長卓話』

【参加者】
　安本会員・小枝会員・松中会員
　山﨑会員・野口会員・河口会員
　増田敏雄会員（ 名）7

        8月31日(水)
富津シティＲＣ家族例会
　　～ひろ寿司にて～

まぐろ解体ショー


