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●司会……佐野嘉男ＳＡＡ
出席報告
●点鐘……安東会長

須山出席委員長

●ロータリーソング
飯島ﾛ-ﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「奉仕の理想」
○本日のメニュー

洋食

特別ビジター紹介

会員数

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム
クラブ

1570回

42

40
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82.5

1568回

43

40

35

5

87.5

10月の誕生日

メイク

前々回
修正

坂本将平親睦活動副委員長

安東会長
神奈川県立こども医療センター 医師
柳町昌克様
米山奨学生 張 博偉（チョウハクイ）さん
増山雅久会員（１８日）
安東会長指針

『 いまできること 』

後藤雅晴会員（25日）

神奈川県立こども医療センターより

医師

幹事報告

栁町昌克様

栁町幹事
例会変更のお知らせ
川崎RC
１０月２９日 (木)休会 定款細則により
1１月２６日 (木) 休会 休日週により
川崎大師ＲＣ
１０月１４日(水)
「職場訪問移動例会」を
「地域に飛び出そう移動例会」に変更
川崎マリーンＲＣ
１０月８日(木) 例会場変更
サンピアンかわさき ２階 第１交流室
～４階 第３会議室に変更
１０月２９日（木）休会
１１月１２日（木）
３クラブ合同親睦例会を通常例会に変更
新川崎ＲＣ
１０月１４日(水)
休会
１０月２８日（水） 休会

◎

小児がんの患者さんとご家族を応援するプロジェクト
について
皆様のご協力をお願いします。

（栁町医師は栁町幹事の実兄の方です。）

米山奨学生奨学金授与
安東会長

◎
◎

週報を送ってくださったRC
ありません。
本日の配布物
会報 9/28分
ロータリーの友
ガバナー月信
米山奨学委員会 豆辞典

米山奨学生
安東会長 ・張 博偉（チョウハクイ）さん

委員会報告

会長報告
安東会長

青木ロータリー情報委員長
1.

新会員RCの研修会も9月14日、9月28日と開催され、
無事終了いたしました。参加いただきました、新会
員の方々、講師をお務めいただきました会員の方々、
そして青木研修委員長本当にお疲れ様でした。
ソーシャルディスタンスの下開催されました、懇親
会も含め大変有意義な会になったと自負しておりま
す。心よりお礼申し上げます。
2. FMでもご意見をいただいております「クリスマス家
族会」の開催について、
本日の理事会にて方向を決めたいと思います。
3. ロータリー財団、米山記念奨学事業の寄付金につい
て、本日の理事会で決定いたしますと、ご協力いた
だくことになりますので、何卒ご協力の程よろしく
お願いいたします。
4. 食事ですが、11月より元のレストラン業者さんに戻
ります。F＆Kさんには、短い間でしたが、一生懸命
やっていただき残念ですが、サンピアさんの方針で
すので仕方ありません。F＆Kさんに心よりお礼を申
し上げます。

安東会長指針

新会員研修報告
10月14日(水)ゴルフ大会

山口ゴルフ同好会代表
18名参加予定

スマイルレポート
伊藤副会長
安東会員……張さん卓話よろしくお願いします。
今後の更なる活躍と成長期待しておりま
す。
栁町会員……①張さん、本日の卓話楽しみにしています。
②本日は私の兄が小児がん患者への寄付
のお願いに参りました。皆様よろしくお願
いします。
川島会員……①オクトーバー・サプライズ!!ホワイトハ
ウスでクラスター発生。我々のクラブも気
をつけましょう。
②張さん卓話楽しみにしてます。

『 いまできること 』

松本会員……①ファミリーミーティング石田リーダー
1570回 19件 30,000円 累計 241件
366,000円
お世話になりました。
②米山の張さん卓話楽しみにしておりま
す。
大石会員……妻の命日にお花をありがとうございまし
た。
卓 話
中村会員……張さん本日の卓話たのしみです。
森川会員……皆さんこんにちは。フロンターレが強くて
嬉しいです。少し寒くなってきました。イ
ンフルエンザのワクチンが不足しそうな
ので早めに予防接種して方が良いそうで
張博偉さん
す。
後藤会員……本日は張さんのお話を楽しみにしており
ます。
石川会員……①涼しくていい季節になりました。
夏の疲れが出ぬ様、皆様気をつけて下さい。
②張さん本日の卓話よろしくお願い致し
ます。ボーリング大会の様に一曲歌って下
さい。
木村会員……張博偉さん本日の卓話とても楽しみにし
ています。よろしくお願い致します。
佐野会員……①何か良いことないですかね～。
張さん卓話楽しみにしています。
②ファミリーミーティングＣグループの
方よろしくー。
渡辺会員……張さん本日は卓話よろしく。日本で感じた
自己紹介：
ことをお聞かせください。
山口会員……皆様のお陰を持ちまして無事に父の葬儀、
性格は明るいです。それも自分の長所だと思い
告別式を終えることができました。これか
ます。生まれてから初めて両親から離れて、西
らは父の遺志を受け継ぎ会社を大きくし
も東も分からなく、頼りになる人もいない国に
ていこうと思っております。今後ともよろ
来て、最初はすごく不安でした。でも「来たせ
しくお願い致します。
ば安ずる」自分の明るい性格のおかげで、すぐ
牧島会員……「エコなライフスタイルの実践・行動」キ
に日本での生活に慣れてきました。それも今ま
ャンペーンの実施によって川崎市もクー
での留学生活を支えてくれた大切な柱だと思い
ルビズ期間が今月いっぱいばでとなりま
ます。
したね。ネクタイ嫌いの私にとってはあり
生年月日：1994年3月26日
がたいことです。
出身地： 中国 河北省
本多会員……先日2回目のファミリーミーティングに出
席しました。いろいろな意見があり、有意
在学校：日本女子大学大学院 教育学専攻
義な時間でした。
趣 味：カラオケ ・映画・将棋・ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ
今日は張さんの卓話楽しみにしています。
座右の銘：
また、栁町幹事お兄様の栁町様ご来訪頂き
偏見や差別が無知から始まる
ましてありがとうございます。
千里の道も一歩から
石田会員……本日張さん卓話よろしくお願いします。
長島会員……①本日ファミリーミーティングよろしく
生まれ育った河北省名の由来？
お願いします。
②先週、妻の誕生日にお花を頂き有難う御
座います。
森崎会員……本日吉川でのファミリーミーティングよ
ろしくお願いします。14日のゴルフも楽し
みです。
伊藤(康)会員…①こども医療センター栁町先生ようこ
そいらっしゃいました。どうぞごゆっくり
なさって下さい。
②張博偉さん、今日の卓話楽しみです。ど
うぞよろしくお願いいたします。一一曲も
ネ!!

米山奨学生卓話

安東会長指針

『 いまできること 』

歴史文化遺産

留学始めは、生ものが苦手でしたが、今では寿司が
大好きになりました。
日本に対する印象は、レストランの接客がとても
丁寧だったことです。
大好きな歌をアカペラで「時の流れに身をまかせ」
を披露してくださいました。
日本語と中国語を使いとても素敵な歌声でした。
卓話予定
10月12日(月) ファミリーミーティング報告
今週の担当者

会報委員

牧島

聡

渡辺

雅夫

森本

邦康

牧島会員
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