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伊藤秀司　幹事幹事報告
　　　　

1.例会変更のお知らせ

今後の予定

委員会報告

◎ 8月28日(木)「今だから話せるこっそり話」　
　　　　　　　　元川崎マリーンＲＣ会員
　　　　　　　　山本 千秋　様

◎ 9月 4日(木)「ロータリー情報と研修について」　
　　　　　　　　鈴木 慎二郎 会員

◎ 9月11日(木)「米山を楽しもう」　
　　　　　　　　地区米山学友委員会 島田 精二 会員

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
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例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)
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　　  ～ご案内～
まるごと多摩川まつり
9/28(日)9：30～16：00
 

ゲ ス ト

　　

●ＮＰＯ法人多摩川干潟ネットワーク

　理事長　　　小泉 　茂 様

　副理事長　　寺尾 祐一 様

　理事事務局　松本つぎ子様

●米山奨学生　湯 文 明さん

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　富津シティＲＣ

●川崎中原ＲＣ　
  8/28（木）夜間移動例会　
　　　　　　 点鐘 18：30　場所 ｱﾙﾏﾄﾞﾙﾁｪ　　　　
●川崎とどろきＲＣ　
  9/ 15（月）休会（定款6条1節）
  9/ 22（月）休会（定款6条1節）
  9/ 29（月）齊藤 巌会員宅にて点鐘17：00 
●川崎中ＲＣ　
  9/23（火）休会（定款6条1節）
●川崎南ＲＣ　
  9/23（火）休会（祝日）
  9/30（火）夜間例会　
　　　　　　 点鐘 18：30　場所 川崎日航ホテル

■松中秀司 親睦活動委員
　鎌倉散策についてのお知らせ
■山本栄次 広報雑誌記録委員長
　ロータリーの友8月号の掲載記事の紹介

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

志村 直子 様（元ロータリー青少年交換留学生）

　　演題

　　「グローバル人材育成に思うこと

　　　　　　　　　　－元留学生の母として」

増田敏雄　会長 スピーカー紹介スピーカー紹介

茶谷龍太　親睦活動委員長 ビジター紹介　　　　

　

押山 兼二 様（川崎幸ＲＣ）

 伊藤恒満　　　　　　出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席委員長

1.8/23(土)水辺の楽校｢ﾛｰﾌﾟﾜｰｸ教室＆観察会｣
　10:00～12：00
2.8/24(日)ロボット競技大会10：00～17：00
 ※1.2にご参加のほど宜しくお願いします。
3.米山月間卓話※9月に島田地区米山学友委員
4.9/7(日)アクトの日のご案内

5.9/6(土)2013-14青少年交換帰国報告会
　並びに来日学生歓迎会
6.地区大会関連事項
　・10/7(火)東日本震災ﾁｬﾘﾃｨﾃﾞｨﾅｰﾊﾟｰﾃｨｰ
　・10/14(火)ﾎﾟﾘｵ撲滅ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会
7.その他
・ICUﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｾﾝﾀｰも対する寄付で感謝状
　が届いてます。
・8/19米山委員長会議に三野委員長が出席しまし
　た。
・8/22クラブ奉仕委員長会議に河口委員長が出席
　します。
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クラブ会報担当：小枝義夫 副委員長

　　　

　　

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

★本日はお世話になります。（押山兼二 様 川崎幸ＲＣ）

◆秦会員
　暑い毎日です。体調に気を付けましょう。
◆島田会員
　轟さん、秦さん先日は大変お世話になりました。
　轟さん、御馳走様でした。
◆山本会員
　暑い日が続きますが、お体に気を付けましょう。
　本日はロータリーの友を見る日です。
◆増田敏雄会員
1.志村直子様、本日の卓話宜しくお願い致します。
2.水辺の楽校幹部の皆様、いらっしゃいませ。
　9月の市主催イベントの説明宜しくお願い致します。
◆伊藤秀司会員
　志村様、本日の卓話とても楽しみにしています。
◆河口会員
　志村直子様、ようこそいらっしゃいました。
　本日は卓話宜しくお願い致します。

◆御幡会員
　8月7日真宗大谷派(東本願寺)に名古さんが納骨され
　ました。人生の中で人と出会い、別れ悲しみ、安ら
　かに永眠されますよう報告いたします。
◆福嶋・秦会員
  先の轟直前ｶﾞﾊﾞﾅー補佐ご苦労さん会出席の皆さん
　ご苦労様でした。
　余剰金 6,560+440=7,000をニコニコへ
◆秦野口会員
　志村直子様、本日は宜しくお願い致します。
◆轟会員
　過日は私如きの者にたいして、AGご苦労様会を計画
　実行していただき、又多数の会員のご臨席を賜りま
　した会員様に厚く御礼申し上げます。
◆鈴木会員
　志村さん、水辺の楽校の皆様、卓話楽しみにしてお
　ります。マリーンロータリーをクラブの例会をお楽
　しみ下さい。
◆小山会員
　志村直子様、本日の卓話宜しくお願い致します。

本日の卓話

東日本大震災義援金　 2.000　円

　　　累計金額 　　 19,000　円

本日のニコニコ　　  31,000　円

　　　累計金額  　 263,000　円

『グローバル人材育成に思うこと
　　　　　　　　　　　　－元留学生の母として』

　

　志村 直子氏
元青少年交換留学生

　

　 野口四郎
プログラム委員長

「水辺の楽校」に親子で参加した時にプログラム委員長の野口様とお話する機会
があり、大変恐縮ながら卓話の機会をいただくこととなりました。
　私は関西出身で高校２年生の時、ロータリー青少年交換留学生としてアメリカ
のアイダホ州に留学しました。ホームステイ先のお宅では馬を飼っていたり、
ボートを持っていたり、乗馬やキャンピングカーで綺麗な湖畔でキャンプを経験
したり、自然で遊ぶ事がとても多かったです。今でもお世話になった方々との思
い出は消えることなく、時折メールやクリスマスカードなどでご家族との交流を
続けています。子供の世代になっても続いてほしいと願っています。
　グローバル人材育成という言葉をよく見聞きします。数年前マレーシアに母子
留学する家族をテレビで見る機会があり、それから留学や国内の国際バカロレア
の認定校などの最近の情報を気にするようになりました。マレーシアにはキャサ
リン妃が通ったマルボロカレッジがあり、中国語も学べる環境とアジアの人脈を
求め、中国、韓国からだけでなく、欧米からも留学生が来てるとのことでした。
その環境に子供と共に自分も学ぶ母親の勇気は凄いなぁとテレビに見入ってし
まったことがありました。
近年シンガポールでもエール大学、フランスのインシアードという世界的にも有
名なビジネススクールがあり、数年後香港に移る予定のシカゴ大学の分校もあり
ます。高額になる欧米での留学でなくとも、今後の成長率が高く、独特の文化を
それぞれ持っているアジアでの人脈作りと地域の文化を理解できる点は、アジア
にも興味がある若い人達には良い環境が出来ていると思います。
　母親として思うことは、英語や他の言語を学ぶだけではなく、海外の文化、歴
史や考えにも興味を持つことによって、自然と日本の文化や生活との違いを受け
入れられ、日本を外から見る客観性が身に付くのではないかと感じます。
多くの企業がダイバーシティーに注力し、人種、男女、多様な文化、価値観など
さまざまな多様性を取り入れています。私は、留学経験を通してこれらを社会人
になる前に経験することができました。これからの子供達にはそういった環境に
違和感なく入れるように個人対世界の広い視野で考え、日本の殻に閉じこもらず
常にアンテナを広げグローバルな世界で活躍してほしいと心から思います。
元留学生として大人になり、留学の価値に改めて気づくことも多い。
母親として、子供達に実体験を交えてた話が出来ることは、ロータリークラブの
留学経験が今も実生活に生きていると実感しています。
本当に貴重な留学経験を有難うございました。


