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●司 会  須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ 

●●●●点 鐘  渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長    

●斉 唱  「奉仕の理想」 

      ♪♪♪♪増田増田増田増田    昌美昌美昌美昌美ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー    

本日本日本日本日ののののゲストゲストゲストゲスト紹介紹介紹介紹介                                                渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生                                                                        喬喬喬喬    禹翔禹翔禹翔禹翔    君君君君    

米山奨学金米山奨学金米山奨学金米山奨学金のののの授与授与授与授与    

    

    

    

    

    

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介                            長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    親睦委員長親睦委員長親睦委員長親睦委員長    

川崎川崎川崎川崎 RCRCRCRC                                                                        小口小口小口小口    和久和久和久和久    様様様様    

会長報告会長報告会長報告会長報告                                                                渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・神奈川県交通安全協会より表彰のご案内がきております。 

 細谷年度（昨年度）の交通安全標識設置についての表彰だと思

われますので１１月２６日の表彰式には細谷直前会長に出席

して頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。 

・台北西門 RCよりご案内がきております。 

    内容は「花の博覧会（あふれる花の美しさ）」ということです。 

 開催期間は、2010年 11月 6日～2011年 4月 25日です。台北

にお出かけになる方は是非お寄りになって下さい。 

・10 月 6 日に行われました第 4 回定例理事会のご報告ですが、

各自議事録をご覧になって下さい。 

 

 

 

 

 

 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二幹事昇二幹事昇二幹事昇二幹事    

・次週 10 月 27 日の例会は 30 日に地区大会がございますので

休会です。お間違えの内容にご注意下さい。 

 10月 30日は、神奈川県民ホールにて 12時 30分より移動例会

を行ないます。全員出席ですので会員の皆様の出席をお待ちし

ております。 

 また、当日は事務局の竹下さんが受付におりますので必ず受付

を済ませて下さい。その際、例会を行う場所を確認して下さい。 

・社会奉仕委員会坂東委員長より地区補助金を申請したところ、

受理され 16 万 5000 円が入金されました。これは大師地区美

化清掃運動の補助金です。有意義に使用したいと思いますので

会員の皆様もその際はご参加下さい。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                                            岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛出席委員長寛出席委員長寛出席委員長寛出席委員長    

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

船山昭三・野沢隆幸・荒金眞弘・久保博和・岩崎寛・石渡勝朗 

                         各会員 

スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート（（（（ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス））））            伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子副会長佳子副会長佳子副会長佳子副会長    

白石白石白石白石    浩司会員浩司会員浩司会員浩司会員    

お世話になります。昨日船木会員お世話になりました。社長にも

宜しく！ 

矢野矢野矢野矢野    清久会員清久会員清久会員清久会員    

先日、川崎区民剣道大会がありました。初出場の我チームは小学

校低学年の部で優勝することが出来ました。 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1834 回 64 57 37 20 64.91% 

1832 回 68 62 37 25 59.67% 

前々回の修正メークアップ   6名 修正出席率          69.35% 

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    
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第１８３４回（本年度 第１５回） 例会 平成２２年１０月２０日  －雨－ 
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武者武者武者武者    惠吾会員惠吾会員惠吾会員惠吾会員    

川崎大師 RAC から仲村君が代表として出ていますが、いよいよ

12 月 19日（日）に RAC年次大会を信徒会館にて行ないますの

で皆さん協力をよろしくお願いします。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二幹事昇二幹事昇二幹事昇二幹事    

・喬禹翔君、卓話宜しくお願いいたします。 

・30 日の地区大会には、大師メンバー多数参加し盛り上がりま

しょう。 

竹田竹田竹田竹田    正和副会長正和副会長正和副会長正和副会長    

先日テレビ放送にて 100 年以上経営を続けている企業の秘訣

は？と尋ねている場面を拝見し「他のことに手を出さない。本業

を貫くこと」と言っていました。昨日当社「加紋商店」1日で開

店以来最高の売上大台を越えました。本業を貫き通します。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長    

先週はガバナー公式訪問も無事終了致しました。皆様の協力に感

謝しています。 

本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

「「「「喬喬喬喬    禹翔禹翔禹翔禹翔さんさんさんさん、、、、卓話卓話卓話卓話をををを楽楽楽楽しみにしていますしみにしていますしみにしていますしみにしています。」。」。」。」    

船木幸船木幸船木幸船木幸雄雄雄雄・・・・長倉連治長倉連治長倉連治長倉連治・・・・飯塚元明飯塚元明飯塚元明飯塚元明・・・・水口衛水口衛水口衛水口衛・・・・牛山裕子牛山裕子牛山裕子牛山裕子・・・・竹田正和竹田正和竹田正和竹田正和    

布野真治布野真治布野真治布野真治・・・・増田昌美増田昌美増田昌美増田昌美・・・・船山昭三船山昭三船山昭三船山昭三・・・・鈴木節夫鈴木節夫鈴木節夫鈴木節夫・・・・久保博和久保博和久保博和久保博和・・・・石渡勝朗石渡勝朗石渡勝朗石渡勝朗    

伊藤佳子伊藤佳子伊藤佳子伊藤佳子                                                                                    各会員各会員各会員各会員    

                                                                                    合計 36,000円 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

35353535 周年事業委員会周年事業委員会周年事業委員会周年事業委員会                                        遠藤遠藤遠藤遠藤    悦弘実行委員長悦弘実行委員長悦弘実行委員長悦弘実行委員長    

35周年事業委員会の収支決算のご報告をいたします。 

各メールボックスに報告書を入れてありますのでご一読願いま

す。 

又、2枚目の事業員会「救急車廃棄手数料」は「救急車整備手数

料」の間違えです。訂正をお願い致します。 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会                                                                岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛委員長寛委員長寛委員長寛委員長    

先週、鈴木幹事と 2名で逗子 RCへメークアップに行って参りま

した。 

その際、バナー交換を行ないましたので回覧いたします。 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会               長倉長倉長倉長倉    連治委員長連治委員長連治委員長連治委員長    

11月 10日（水）は 18時より 3クラブ合同例会です。 

今回は 2部構成になっています。第 1部では津軽三味線女性デュ

オの演奏、2 部では当クラブバンド＋マリーン RC の小山会長、

各クラブ事務局員（キャンディーズ）、中央 RC バンドもデビュ

ーです。 

きっと楽しい例会になると思いますので皆様の参加をお願い致

します。 

    

ロータアクトロータアクトロータアクトロータアクト委員会委員会委員会委員会           武者武者武者武者    惠吾委員長惠吾委員長惠吾委員長惠吾委員長    

12月 19日（日）に信徒会館にて RAC年次大会を行ないます。 

今年度は大師 RAC から中村祐規君が地区代表として出ています

ので皆様のご協力をお願い致します。詳細についてはおってご連

絡いたします。 

草野球同好会草野球同好会草野球同好会草野球同好会               布野布野布野布野    真治真治真治真治会員会員会員会員    

同好会メンバーは次回この例会場に来るのが11月24日になると

思います。しばらくさびしいと思いますがご理解をお願い致しま

す。また、先週も募金をお願い致しましたが、今週も宜しくお願

い致します。 

卓話者紹介卓話者紹介卓話者紹介卓話者紹介           増田増田増田増田    昌美米山奨学委員長昌美米山奨学委員長昌美米山奨学委員長昌美米山奨学委員長    

米山奨学生 喬 禹翔君  25歳 

出身：中国吉林省長春 

学校：横浜国立大学  

国際社会学科研究科 国際関係法 

    

    

    

卓話卓話卓話卓話                                                米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生    喬喬喬喬    禹翔君禹翔君禹翔君禹翔君    

まず故郷について説明いたします。吉林省長春は昔の満州

国の首都とされ、新京というところです。今でも当時の建

物が残っています。長春の代表的なものはいくつかありま

す。 

 

 

 

 

 

１．偽満故宮 

清朝の最後の皇帝溥儀が暮らしていたところで今は 

観光地になっている。 

２．第一自動車製造工場 

  中国最初の自動車メーカー。 

上海汽車、東風汽車と並ぶ中華人民共和国の三大大自 
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動車製造企業グループの一つです。 

３．長春映画製作所 

  1945年に中国共産党は自分の映画生産基地を創立す 

るため、東北電影公司を創立した。 

1992年から 2010年まで長春映画祭が開催されたの 

もその影響です。 

４．吉林大学 

  長春は大学城と呼ばれ、27の大学があり一番規模の大

きいのが吉林大学。 

５．浄月潭 

  中国最大の人工森林公園。 

つぎに、日本での生活についてお話します。 

2007年 9月に来日し、帝京大学に入りました。しかし半 

年ぐらいで中国にいる時学んでいた法律を続けたいと思 

い横浜国大に入りました。 

国大の受験準備のとき、自分が磨けたと感じています。 

1日のスケジュールは今も覚えています。朝 5時半に起 

き 6時から 9時までバイト、9時 10分の電車で学校に 

行き 18時から 22時までバイトをし、１時くらいまで勉 

強をしました。それを 1年間続け合格することが出来ま 

した。 

国大を受けた理由は学費が安いと聞いたからです。しかし

法人化になり学費の免除もなくなりました。授業料は年間

56万円くらいかかりました。 

バイトが勉強の妨げになってはいけないと思い、去年奨学

金の申請を行ないました。奨学金がもらえることになった

ときはお世話になった先輩へお礼をしようと思いました。

が先輩は気持ちで十分、後輩の為に何かをしてくださいと

言われました。今は奨学金をもらえるお陰で、勉強時間も

多くなり、日本国際経済法学会では受付班長として勤めま

した。 

カウンセラーの増田さんと出会え幸せと感じています。日

本にいても中国と同じよう幸せな気分で食事が出来るの

は夢のようです。また、お祭にも連れて行っていただき、

お神輿をかつぐことも体験できとても光栄でした。またロ

ータリーの例会に参加し皆様とお会いできたことも、野球

大会の応援に行ったときも会長が野球を教えてくれまし

た。初めての経験で嬉しかったです。中国に戻る前に日本

語のレベルを向上させるほかに日本の文化・社会を体験し

たいと思っています。 

つぎに卒業後の考えです。大学院に入ったときは日本で就

職したいと思っていましたがこの二年間を通じて考えが

変わりました。 

日本では法律を勉強する人はほとんど弁護士を目指して

いる。私も一度法律の勉強をしていたので全然関係のない

仕事をするのであればこの6年間の勉強はもったいないと

思い、弁護士の資格をまず取得しその後未来を考えたいと

思っています。弁護士資格があれば弁護士事務所へ入った

り、日経企業の法務部に入りたいです。 

9 月には中国の司法試験を受けました。試験を受けて一番

感じたのは中国はまだまだ民間企業または個人について

注目し問題を出しています。 

国際系の法律、外資企業についての問題は少ないです。 

もっと国際的なものをこれからは考えていかなくては近

年の経済成長のスピードに法律がついていけなくなると

感じました。 

私も国際社会を理解しいろいろな知識を身に付けた弁護

士を目標に頑張っていきたいと思います。 

 

最後にロータリーの皆様、ずっとお世話になってありがと

うございます。 

今の私にとって恩返しができるのは皆様が長春に起こし

になったときに案内をさせていただければと思います。

（卒業後）これからも皆様に恩返しが出来るよう頑張って

いきたいです。 

本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。 
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次回 11月 24日（水）の例会   通常例会 

 

卓話 

危険物保安技術協会 事故防止調査研修センター 

センター長 伊藤 英男様 

 

テーマ：火災予防・危機管理について 

 

クラブ会報委員会：村石庄作・水口衛・秦琢二 

卓話のお礼を渡辺会長より喬君へ 

米山カウンセラー増田会員と喬 禹翔君 


