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★司会 鈴木慎二郎 SAA
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Be a Gift tothe World
世界のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになろう
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副会長
安本好勝

幹 事
伊藤恒満

伊藤恒満

2015-2016年度 RI会長
Ｋ.Ｒ.ラビ ラビンドラン

幹事

3.8/15(土)水辺の楽校「ロープワーク・干潟観察会」
報告
4 .理事会の議事録を配布

＊近隣ＲＣからのお知らせ
あ り ませ ん

会長

ありません

＊週報を送ってくださったＲＣ

ビジター紹介
川崎中央ＲＣ

棚沢

出席報告
本

日

前々回

あ り ませ ん

伊藤秀司
聡

親睦活動委員

様

小山宏明

今後の予定
出席委員長

会員数 出席率 出席者
該当者

前回修正
ホームクラブ
欠席者 出席率 メーク
アップ 出席率

33 31 24
33 31 29

7 77.42
2 93.55 0 93.55

前々回
メーク
アップ

会長報告

◎ 9月10日(木) 「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー 第2590地区
ガバナー 箕田 敏彦 様
◎ 9月17日(木) 「外部卓話」
専修大学文学部教授 王 伸 子 様

(敬称略)

河口武生

会長

1.2014-15派遣学生帰国報告並びに2015-16来日
学生歓迎会 9/5(土) 14：00～17：00
ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき第3会議室
2.9/28(月)クラブ社会奉仕委員長会議開催及びア
ンケート提出のお願い（茶谷社会奉仕委員長）
3.その他
①来週8/27(木)小林ガバナー補佐ご来訪
「クラブ協議会」 各委員長は宜しくお願いします。
期首資料をご持参下さい。
②8/6(木)クラブ青少年奉仕委員長会議の報告

幹事報告

◎ 9月 3日(木) 「韓国のロータリーの現状について」
国際ロータリー 第3690地区
パストガバナー 安 熙 珍 様

伊藤恒満

委員会報告
■茶谷龍太 社会奉仕委員長
就任挨拶
■鈴木慎二郎
就任挨拶

ＳＡＡ・教育研修委員長

幹事

1.例会変更のお知らせ
2.8/23(日)かわさきロボット競技大会
8/23（日）会長、御幡社会奉仕委員長
9：00 11階第6会議室 集合
他の参加者の方は9：30開場
10：00～17：00決勝トーナメントに参加下さい。

ＳＡＡ・教育研修委員長

鈴木

慎二郎

社会奉仕委員長

茶谷

龍太

本日の卓話
『 ロータリー青少年交換学生の受入れについて 』
8月１１日、ドイツよりエリアス君が来日し、今日で10日が経ちました。日本での生活が
始まったばかりですが、私の家族（ホストファミリー）ともコミュニケーションをはかり、頑
張っています。現在、関内にある日本語学校で日本語を勉強中で、9月から川崎市立
橘高校の国際課で学校生活をスタートいたします。
彼は15歳ですが、背がとても高く、外見も大人っぽい印象を受けます。考え方もとても
しっかりしております。クラブでは責任をもって預かり、彼の日本での生活が有意義な
ものとなるよう、皆様にもサポートしていただきたく、ご理解とご協力をお願いしたいと
思います。
本日は、ＹＥ（青少年交換学生）に関する配布資料をご覧いただきながら、地区の方針
説明についてお話したいと思います。

青少年交換委員会
河口武生 会員
（ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ）

【ＹＥ受入れについて】
1.目的について
2.地域社会への貢献
3.クラブの活性化
4.取り組み
5.カウンセラーの選任 6.ホストファミリーを用意
7.プログラム予算 8.ホストファミリーの費用負担の基本的考え方
9.ロータリークラブの例会、行事
10.禁止事項
11.トラブル
（※詳細は卓話資料をご参照下さい）
9月にはエリアス君を例会に連れてきて、皆様に紹介できればと今考えております。
楽しみにしていてください。

8/11(火)ロータリー青少年交換学生
エリアスくんがドイツから来日しました
Herzlich
Willkommen in Japan.

一年間よろしく
お願いします。

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ

安本好勝

副会長

東日本大震災義援金 4,000 円
累計金額
24,000 円

★本日、メークアップに参りました。川崎中央ロータリークラブの
棚沢と申します。どうか宜しくお願い致します。
本日のニコニコ
18,000 円
（川崎中央ＲＣ 棚沢 聡 様）
累計金額
248,000 円
★
（川崎日航ホテル 斎藤 様）
◆増田洋一会員
◆野口会員
1.内田さん江戸文化研究会ではお世話になりました。 11月29日開催の丹沢湖10kmマラソンにエントリーし
2.来週、尾瀬の山小屋に行くのですが台風が来てい ました。
◆小枝会員
ますので、キャンセルかな．．．
内田さん先日はお世話になりました。
◆秦会員
交換学生がやってきますね。カウンセラーの方、委 また、宜しくお願いします。
◆森野会員
員会のメンバーの方々御苦労様。
稲毛のお祭りお疲れ様です。
◆伊藤秀司会員
福嶋先輩大総代いつも写真をありがとうございます。
河口さん、本日の卓話宜しくお願いします。
◆福嶋会員
◆小山会員
暑さも峠を越したかな！
河口会長、本日の卓話宜しくお願い致します。
今度は台風のお出ましかな！
◆山本会員
お互い元気が一番。頑張るぞ～アロハで．．．。
夏バテ等で体調不良です。
9月3日木曜日私の友人の韓国の3690地区の安 ◆河口会員
交換学生のドイツ人、男性、エリアス君が8月11日来
パストガバナーが卓話に来訪しますので全員参
日しました。
加して下さいね。お願い致します。
会員の皆様、一年間宜しくお願い致します。
◆増田敏雄会員
猛暑と異常気象を繰返し段々と秋になっていくの ◆安本会員
河口会長、本日のお話楽しみにしています。
ですね。
◆中條会員
すごく涼しくなりましたね。
昨日は、轟様と小山様ご来店有難うございました。
クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

川崎マリーンロータリークラブ 協賛

第22回かわさきロボット競技大会

8/23（日）決勝戦 川崎市産業振興会館

【参加者】

ロータリー青少年交換学生：エリアス君、エリアスの付添い：上村様（河口会長の娘さん）
河口会長、伊藤恒満幹事、御幡青少年奉仕委員長、小山会員、森野会員、増田洋一会員
山崎会員、福嶋会員、鈴木会員、増田敏雄会員（12名）
写真撮影 河口武生会員

