
★司会　河口武生 SAA
点鐘　河口武生 会長★
ロータリーソング★

「我らの生業」「四つのテスト」

ソングリーダー  御幡幸男 会員

山崎美津夫

小山宏明
　出席報告

会長報告 河口武生　会長 

　

ビジター紹介　　　　

                                           　　出席委員長

                                     親睦活動委員長

ありません

 【スピーカー紹介】  

　ロータリー青少年交換

　エリアス君

　（Niklas Elias Kopp)

　

　

　ホストファミリー

  内田 美江 様（内田会員の奥様）

河口武生　会長 ゲスト紹介

1.ローターアクト 第46回地区研修懇親会のご案内 
　6/19(日)　本大会13:00～　懇親会　17:15～
　場所　横浜市開港記念会館
2.6/12川崎市・那覇市友好都市締結20周年記念植樹
　 協賛式典ご案内
　13～14（14～17時芸能公演）
3.1.2.3ＩＭ 三間悌司様卓話資料配布
4.その他
①2590地区　拡大・増強ｾﾐﾅｰ15:00～17:00
②5/15(日)友好クラブ富津ｼﾃｨRCとの合同
 親睦ゴルフコンペを木更津ゴルフクラブにて開催し
 ました。

今後の予定
◎ 5月26日(木)  「ベネズエラと日本」　
  　　文部科学省留学生 国際基督教大学
     ロベルト・アルベロ 様
　　　　　　　　　　　　　通訳：（一社）日本ポジティブ協会
　　　　　　　　　　　　　代表理事　宇野カオリ　様　　　　　　　　
◎ 6月 2日(木)  「韓国のロータリーについて」
  　　宮本欣淳 会員
◎ 6月 9日(木)～10（金）
   「期末ご家族一泊移動例会」
　　　　　　　　　　　　     点鐘18：00
    ヒルトン小田原リゾート＆スパ

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 　　　 　 TEL.044-222-4416  

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U R L:    http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp

　

2015～2016年度
ＲＩテーマ

     Be a Gift tothe World   
     世界のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになろう

 2015-2016年度 RI会長
Ｋ.Ｒ.ラビ ラビンドラン

副会長
安本好勝

幹　事
伊藤恒満

会　長
河口武生
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鈴木慎二郎
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新川崎ＲＣ

●川崎北ＲＣ
 6/  8(水)　休会（定款細則による）
 6/29(水) ご家族ファイナル夜間例会
  点鐘18:00　
　　　　　　 ｸｲｰﾝｽﾞｱﾘｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　

伊藤恒満　幹事

5/15(日)富津シティＲＣとのゴルフコンペ参加者
　河口会長・伊藤秀司会員・小山会員・山﨑会員
　宮本会員・島田会員・増田敏雄会員（順不同）

幹事報告
1. 例会変更のお知らせ
2．6/20(月)　新･旧会長・幹事会
 川崎日航ホテル18：30～
3. 次週5/26(木)　新・旧ガバナー補佐ご来訪
 します。ご出席及び12：00までにお越しください。

委員会報告

　　

■小山宏明 地区補助金副委員長
　 地区補助金審査会のご報告
■茶谷龍太 親睦活動委員
　 6/9(木)一泊移動例会、ゴルフ参加者へ連絡事項
■野口四郎 親睦活動委員
  　   6/9(木)一泊移動例会、ﾊｲｷﾝｸﾞ参加者へ連絡事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　茶谷龍太



◆武藤会員
 エリアス君、今日の卓話楽しみにしています。
◆小山会員
  エリアス君、本日の卓話楽しみにしております。
◆ 鈴木会員
　 エリアス君、今日の話楽しみにしています。
 混戦のセリーグ！！どうなることやら。
 ドラゴンズ頑張れ！！
◆ 福嶋会員
　 忙しい一日です。小生隣にております。戻ります。
 食事は必要ありません。
◆ 増田洋一会員
 小山様、２１日の審判宜しくお願いします。
◆河口会員
 エリアス君、本日は宜しくお願いします。
 内田さんの奥様、いつも大変お世話になっております。
◆安本会員
 先日、松井美路子さんのコンサート参加の松中さん、野口
 さんお疲れ様です。
　 エリアス君、本日の卓話ガンバッテください。

◆ 秦会員
 早いものですネ。エリアス君の帰国が近づいていて驚い
 ています。今日の卓話が最後になります。
 よーく聞いておきます。
◆ 野口会員
 エリアス君、がんばって！！ 
◆ 松中会員
 先週日曜日は野口さんと安本さんに湘南オペラとあーす
 フェスタに参加頂き有難うございました。
 エリアス君、卓話のほどよろしくお願いします。
◆ 小枝会員
　 エリアス君、こんにちは。今日は宜しくお願いします。
◆ 伊藤秀司会員
　 エリアス君、楽しい卓話をよろしくお願いします。
◆ 増田敏雄会員
　 エリアス君、今日の卓話楽しみにしています。
 今日までの成果を｢エンジョイ＆リラックス｣で発表してくだ
 さい。
◆中條会員
　  エリアス君、本日は何を語るか楽しみにしております。

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ
安本好勝　副会長

～エリアス君が紹介した写真ではありませんがこれまでの思い出写真～　

内田会員よりｴﾘｱｽ君と
皆様書いていただいた
お手紙を奥様が代読し
ました。

東日本大震災義援金　 4,000 円

　　　累計金額 　　140,000 円

本日のニコニコ　　　17,000　円

　　　累計金額  　 830,000  円

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

　ロータリー青少年交換
      Niklas Elias Kopp
　　　　エリアス 君

本日の卓話

　

『ロータリー青少年交換卓話』
今日は皆さんの前でスピーチをしなければいけないのでとても緊張しています。
日本に来て９ケ月が経ちました。これまで色々なところへ連れて行っていただき、色々な経験を
して感じたことを今日はお話したいと思います。
 まず、私がなぜ日本への留学を希望したのかというと、小さい頃からアジアの国に行きたいと
思っていて、文化の違いに興味を持ったからです。ドイツ人の冒険者にとっても日本やアジアの
国はとても興味深い国なのです。最初は、日本というと寿司・相撲という感じでしたが、日本は面
白い国で、楽しい文化が沢山あることも分かりました。日本に来て驚いたことは、日本人は毎日と
ても忙しく働くことです。過労死はとても有名です。大都市に高額な家を買い、子供に習い事や
塾に行かせるため、教育には沢山のお金が必要になるので親は一所懸命働くということです。
（ドイツは大学まで学費無料です）また、日本人についてどう思っているか、もしくは日本人の性
質については？と良く質問を受けます。
日本人とドイツ人は色々な事柄について、異なる考え方をするように思います。
例えば、ドイツ人にとっては人前でキスをしたり、ハグをしたりするのはごく当たり前の事です。
夏に女性と男性が一緒にプールに行くこともあるし、タオルを持たずに男女混浴サウナに裸で入
ることも普通です。日本人にとってはそのような事はあまり普通では無いようです。私のクラスメー
トの女の子はラインの出る服を着たり、肌が出ていたりするだけで大騒ぎです。ドイツではどちら
も普通の事で特別騒ぐ事はありません。というわけで、日本人はとても保守的なのではないで
しょうか。日本人の女性というのもドイツとは価値観が少し異なるようです。多くの日本人にとって
良い奥さんというのは、家事が出来る女性で男性が掃除を手伝う事は考えられないようです。
また、日本人は親もとに長く住むのが普通ですが、多くのドイツ人は早く親もとを離れ自立して暮
らします。さらに日本で真面目な話し合いをする時、意見を聞くまでに時間がかかります。それは
日本人がとても礼儀正しく、湾曲的な言い方をするからです。私が少しイライラしてしまう事は、
たとえ嫌いな相手でもそのことを直接言わず、礼儀正しく接し、あたかも親友のように振る舞うこと
です。とはいえ、そのような日本人の性質を羨ましく、感心しています。
　 続いて、エリアス君が日本で過ごした楽しい思い出の写真を披露してくれました。彼の母国ドイ
ツについても写真を通してお話してくれました。
私が日本で食べた美味しい物一番と、まずい物一番は何と言う質問に、「美味しいものは寿司で
す。日本の寿司は本当においしいです。駄目なのは、キノコです」と言っていました。
　エリアス君にとって日本で過ごした日々は貴重な経験であったようです。我々もエリアス君と接
する事が出来て大変勉強になりました。日本での留学経験を生かして、これから大きく育って欲
しいと思います。「将来の夢はまだ決めていませんが、生物学の勉強をしたい」と言っていました。
是非、これからも勉強を頑張って、ドイツと日本との相互理解の為に活躍して欲しいと思います。
最後にエリアス君のホストファミリーを務めていただいた河口会長ご夫妻、現在ホストファミリーの
内田会員ご夫妻に感謝申し上げます。
本日はエリアス君ありがとう。そして、頑張れエリアス！

ホストファミリー
内田 美江  様


