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第 2759 例会
点

鐘

平成 29 年 5 月 10 日（水）

松波 登 会長

スマイル体操

茂木 常夫 親睦副委員長

司会と斉唱

野口 隆一 会場監督
小林 美和 ソングリーダー
「君が代」「奉仕の理想」

お客様紹介

藁科 義弘 親睦委員

出席報告

北村 善市 出席委員

ゲストスピーカー 地区青少年交換委員長（川崎西 RC）
山寺 雄太 様
米山奨学生 凌 飛 君
会員数 58 名

出席 40 名

前々回訂正

欠席 0 名

（対象外 5 名）
（対象外 0 名）
欠席者
花田君
上山君
柾木君
色摩君

波木井君
三浦君
妻鹿君
渡邊君

お祝い

濱田君
溝淵君
大部君
米山君

欠席 18 名

出席率 75.47%

MAKE UP 0 名

訂正出席率 100%
小林（政）君
峯岸君
帯谷君

貝田君
三平君
重田君

藁科 義弘 親睦委員

お誕生日おめでとうございます！

●会員誕生日
●
宮崎 秀樹 会員 松山 直樹 会員 重田 洋一 会員 横山 芳春 会員
●ご夫人誕生日
●
星野 和子 様
松山 雅代 様
●結婚記念日
●
北村 善市 会員
貝田 洋 会員
松山 直樹 会員
柾木 永一郎 会員 茂木 常夫 会員
妻鹿 琢生 会員
●入会記念日
●
溝淵 哲史 会員
柾木 永一郎 会員
●年間出席率
●
100% 以上
横山 芳春 会員
峯岸 雅宏 会員

奨学金の贈呈

凌飛君

松波会長より、凌 飛 君に米山記念奨学金の贈呈が行わ
れました。

入会式

会長報告

松波 登 会長

入会おめでとう
ございます！

平野 和枝
（ひらの かずえ）会員
石原 安
（いしはら やすし）会員

松波 登 会長

1. 理事会報告
2. 高良ガバナー並びに箕田実行委員長より、統合 IM
として開催致しましたロータリー経営大講演会、無
事終了の礼状をいただきました。
3. 2020 年日本のロータリー 100 周年委員会の設立趣
意書とアンケートの協力依頼がきております。
アンケート回答期限：5 月 19 日

幹事報告

大塚 正一 幹事

1. 地区からの来信
① RIJO-FAQ について
2013 ～ 14 年度より、RI 日本事務局では RIJO-FAQ
（RI Japan Office Frequently Asked Questions）を
開始しました。
登録をすると以下の内容がメール配信されます。
•• 各種制度変更事項
•• 制度変更に伴う注意事項
•• 規定審議会後の定款・細則の最新文書の入手時期 ･ 方法
•• RI 本部のシステムへのアクセス可否等の状況
•• 時期的に行わなければならない各種手続き
•• その他 RI 日本事務局に対するお問い合わせの回答等
※任意参加ですが、当クラブは登録済みです。
② ロータリーレート変更のお知らせ
2017 年 5 月より、１ドル＝ 110 円に変更
（4 月は、1 ドル＝ 116 円）
③クラブ事務局員連絡会開催のご案内
2017 年 6 月 2 日 ( 金 )16：00 ～メモワールプラザソシア 21
2. 「ふるさと川崎まちづくり運動」
平成 29 年度総会・講演会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 17 日 ( 土 )
総会 9：30 ～ 10：28 講演会 10：32 ～ 12：00
会場：エポックなかはら 3 階大ホール
3. 横浜東 RAC より、例会のご案内
2017 年 5 月 17 日 ( 水 )20：00 ～ホテルキャメロットジャパン

4. 他クラブ例会臨時変更
●川崎中央 RC
5 月 29 日（月）一泊移動例会を通常例会に変更
6 月 4 日（日）～ 5 日（月）
一泊移動例会に変更 御殿場高原 時之栖
5. 他クラブ会報の回覧 川崎中 RC、川崎とどろき RC

委員会報告

山川 哲史 親睦委員長

夜間例会のご案内
日時：2017 年 5 月 31 日（水）
集合場所：東急東横線 武蔵小杉駅 新北口 フーディアム横
集合時間：16：00（出発 16：05）
現地集合の方は 17：00 までに「長八」乗
船場までお越しください。※要連絡
乗船時間：17：00（予定：到着時間）～ 20：00
解散時間：20：40（予定：到着時間）
東急東横線 武蔵小杉駅 新北口 バスロータリー
最終目的地：川崎 船宿 長八（乗船場）
〒 210-0826 川崎市川崎区塩浜 3-19-3
Tel：044-266-3128 http://www.chohachi.co.jp/
周遊コース：横浜ベイブリッジ
会費：無料

卓話

地区青少年交換委員長 山寺 雄太 様
ロータリー青少年交換とは、
「国際理解
と平和」のために、ロータリークラブ
の「小さな親善大使」として、他国の
風俗・習慣を学び、多くの友達を作り、
国際理解と親善を推進する人物を育て
ることを目的としています。

本プログラムはロータリアン同士の子弟の交換が基に
なっています。ロータリアンがお互いの子弟を預け合
い、互いが自分の子どもと同じように育て上げるとい
うことが原点です。ホストクラブの負担としては、お
小遣い（月額 1 万円）、通学費、学校の制服・教材費、ロー
タリー関係行事への参加費、ホストファミリーへの補
助金などがあります。
本プログラムは、クラブとクラブの交換が原則ですが、
派遣したクラブがホストクラブになっていない場合が
多いことが現状です。本来であれば派遣したクラブに
ホストクラブを引き受けていただければ良いのですが、
それでは毎年いくつかの同じようなクラブだけがこの
プログラムに参加することになってしまいます。そこ
で、今年度よりホストクラブは従来どおりの方法でグ
ループごとに決定していただきますが、ホストファミ
リーの確保に関しては、派遣したクラブにも約半年間
お願いすることにしました。
派遣したクラブの負担はホストファミリーの手配だけ
です。ホストクラブはあくまでも各グループで決めたク
ラブになります。費用などの負担は年間をとおしてホ
ストクラブの負担になります。ただし、スポンサーク
ラブが外部のホストファミリーに頼むことにより、ホ

ストファミリーへの補助金の上限を超える場合は、ス
ポンサークラブの負担になります。
本プログラムが皆様に多大な負担をお掛けするもので
あることは重々承知しておりますが、継続する価値のあ
るプログラムだと思っています。このプログラムを終え
て日本に帰国する学生に 1 年ぶりに会うと、その変わ
り様に驚かされます。他の留学制度とは違い「学生を
お客様として受け入れるのではなく、家族として受け
入れて育てる」というのはこのプログラムだと思います。
未来ある若者を我々の手で育て上げるこのプログラム
に是非とも、より一層のご理解とご協力を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

ニコニコリポート

相良 久征 副会場監督

地区ロータリー青少年交換委員長
山寺 雄太 様（川崎西 RC）
本日は貴重な機会を与えていただきありがとうござい
ます。よろしくお願い申し上げます。
松波 登 会長、大塚 正一 幹事
地区ロータリー青少年交換委員長 山寺 様、本日の卓
話、よろしくお願いいたします。茂木委員もがんばっ
てください。平野さん、石原さん、入会おめでとう !
茂木 常夫 君
母の死は悲しいですが、皆さん大変ありがとうござい
ました。地区ロータリー青少年交換委員長、お世話に
なります。本日はよろしくお願いします。
松波 登 会長、大塚 正一 幹事、横山 芳春 君、谷口 一成 君
川崎フロンターレ ACL グループステージの 1 位通過
おめでとうございます !
さらなる活躍を期待しています。

川野 正久 君、横山 芳春 君、朝山 浩 君、山川 哲史 君、
藁科 義弘 君
平野さん、石原さん、入会おめでとうございます。これ
からよろしくお願いします !!
茂木さん、卓話楽しみです !! がんばってください !!
小泉 昌彦 君、谷口 一成 君
平野さん、石原さん、入会おめでとうございます。一緒
に色々ロータリー活動をしていきましょう。よろしくお
願いいたします。

小林 美和 君
私事ですが、武蔵中原 KarinKarin は銀座へ移転することに
なりました。武蔵中原店は 6 月 23 日閉店、銀座店は 7 月
1 日オープンです。今後ともどうぞよろしくお願いします。
戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君
地区ロータリー青少年交換委員長 山寺 様、本日の卓話よろ
しくお願いします。平野さん、石原さん、入会おめでとう
ございます。

