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御幡幸男　幹事

＜花言葉＞
白：真実
赤：君を愛す
紫：あなたを信じて待つ

★アネモネドラセラ

幹事報告

佐藤明彦　親睦活動委員 

1.Ｒ財団ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ表彰
　小山会員、森野会員
2.2/12（水）ＩＭ開催
　登録受付12：30～　開会式13：15～
　場所　多摩市民会館
3.ロータリーレート　1月　1＄＝102円
4.2014-15年度地区委員長ご委嘱依頼

ビジター紹介　　　　　
川島　光　様(川崎中央ＲＣ)

米山奨学生 金 艶華　様
（世話クラブ 神奈川ＲＣ）

富津シティＲＣ   川崎とどろきＲＣ
＊週報を送ってくださったＲＣ

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
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 Engage Rotary,Change Lives  
     ロータリーを実践し
 みんなに豊かな人生を
 2013-2014年度 RI会長
     Ron D. Burton
     ロン Ｄ.バートン

副会長
三野公一

幹　事
御幡幸男

会　長
名古　治

ＳＡＡ
伊藤秀司

今後の予定

伊藤秀司　次年度幹事■
　1/30(木)例会終了後、被選理事会開催します。
　次年度のテーマは
 「ロータリーに輝きを LIGHT UP ROTARY」
■松中秀司　親睦活動委員
　ビリーヤング氏から昨年クリスマス会でのお礼状を
　いただきました。
■鈴木慎二郎　Ｒ情報研究委員会
　3年未満ロータリアンアンケートの集計報告と研修会
　のお知らせ
■野口四郎　パスト会長
　仲田真輝くんからの年賀状報告
■伊藤恒満　親睦活動委員長
　1月のお誕生日

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

名古　治　会長 

1.例会変更のお知らせ
2.1/23（木）富津ｼﾃｨＲＣとの大師参拝
3.1/29（水）富津ｼﾃｨＲＣﾁｬﾘﾃｨ家族例会
　点鐘 18：00　場所　新日鐵富津クラブ
4.1/25（土）水辺の楽校　第4弾
　｢凧つくり教室」10時～
  皆様ご参加のほど宜しくお願いします。

会員数

(敬称略)

本　日

前々回

前々回
メーク
アップ

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ

出席率

前回修正

望月幹仁・森野知良

34

34

32 28 87.50

32 27 84.38     5 2 90.63
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●川崎南ＲＣ
  1/28(火)夜間移動例会
           点鐘 18：30　場所 横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ
●川崎中央ＲＣ
  1/30(月)夜間移動例会
           点鐘 18：30　場所 サンピアンかわさき

スピーカー紹介スピーカー紹介

 1月23日(木) 富津ｼﾃｨＲＣ・川崎ﾏﾘｰﾝ　◎
 　　　　　　　川崎大師参拝＆夜間合同例会　  　　
　　　         点鐘 18：00  場所 ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき
◎ 1月30日(木)  ｢新サービス・NAIKARA-Talkについて｣
　　　　　　　 伊藤秀司 ＳＡＡ
◎ 2月 6日(木)  ｢地区補助金について」
　　 　　　　　小山宏明 地区補助金委員長

　　

　　　

1月のお誕生会
 

鶴田 太洋会員 1月 12日

小山 宏明会員 1月 26日

茶谷 龍太会員 1月  26日
名古　 治会員 1月 30日

Happy
 Birthday!

小山宏明 会員
森野知良 会員

Ｒ財団 マルチプル
　ポールハリス
  フェロー 表彰

増田洋一



クラブ会報担当　小枝義夫委員長

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 三野公一　副会長

島田精二 地区米山学友委員　担当

★今年もお世話様になります。（川崎中央ＲＣ 川島　光 様）

『私の研究と留学生活について』

◆伊藤秀司会員
　米山奨学生金艶華様、ようこそお越しいた
　だきました。
　本日の卓話宜しくお願い致します。
◆武藤会員
　島田さん、本日の卓話楽しみにしています。
◆西尾会員
　今年一年間宜しくお願い致します。
◆小枝本会員
　タバコやめました。
　８日過ぎました。限界です。
◆茶谷会員
　タバコやめました。　
　３ケ月経ちました。
◆山本会員
　寒いですね。
　今年も宜しくお願い致します。
◆福嶋会員
　寒さ厳しい折、お互い健康に注意致しま
　しょう。
◆増田洋一会員
　さすがに寒いので今週からコートを着てい
　ます。
◆松中会員
　久しぶりにカナダの友人より年賀状と便り
　をいただきました。
　金さん卓話のほど宜しく。
◆名古会員
　例会場久しぶりですね！
　本年も宜しくお願いします。

◆宮本会員
　本年も宜しくお願い致します。
◆望月会員
　鈴木様、ありがとうございました。
◆島田会員
1.今日は米山奨学生の金艶華さんに卓話をお
　願いしております。
　皆様、宜しくお願い致します。
2.川島さん、いらっしゃいませ。
◆野口会員
　本年も皆様方にとりましてよい年でありま
　すように。
◆秦会員
　久し振りの米山奨学生の卓話ですね。
　どのような話か楽しみです。
◆河口会員
1.金さん、ようこそいらっしゃいました。
　卓話宜しくお願い致します。
2.皆様、本年も宜しくお願い致します。
◆佐藤会員
　茶谷さん、暮れには娘がお世話になりまし
　た。
◆小山会員
　金艶華さん、本日の卓話宜しくお願い致し
　ます。
◆鈴木会員
　本当に寒い毎日ですが、皆様体調管理に心
　がけましょう。
　金艶華様、本日の卓話楽し　みにしており

東日本大震災義援金　 1,000　円

　　　累計金額 　　 60,000　円

本日のニコニコ　　　36,000　円

　　　累計金額  　 633,000　円

本日の卓話

   米山奨学生
 金 艶華(ｷﾝｴﾝｶ)様

金さんは中国遼寧省出身の朝鮮族だそうです。中国で日本語を学び日本について
興味を持つようになる。Dellに入社しましたが日本への留学が諦められず、富山
大学経済学部に入学。そして現在、神奈川大学大学院で物流に関する研究を行っ
ている。将来の夢は研究者として、また教職員となり教育の道に進む事だそうで
す。米山奨学生となり、ロータリーの方々と過ごしたバス旅行は楽しい思い出。
米山記念館でロータリーマークの付いたボールペンを購入し、お父さんにプレゼ
ントしたそうです。学友会の活動ではロータリーの皆さんが笑顔で温かく接して
くれて、素晴らしい立派な方々と接することが出来て大変勉強になっているそう
です。2013年の地区大会では、伝統的な民族衣装で参加した奨学生も多くこれに
は奨学金をいただくだけでなく「何か友好活動に参加したい、お役に立ちたい」
という感謝の想いを伝えたい気持ちが込められているとお話いただきました。
大学での研究においては、医療品サプライズチェーンにおける変化と課題。医薬
品に特化した物流の効率化を妨げる要因を探し改善をする研究を行っている。
自身の研究には誇りと自信を持っていると誇らしげに語っており、『私だけでな
く多くの奨学生が悩む事は、奨学生に何が出来るかということ。政治の事、政府
間の事は自分達にはどうしようも無い事です。国を越えて人の為に何かできない
か、出来る事をしよう。少しでもロータリーの目的である世界平和に繋がればと
思います。手に手をつないで、心と心の輪を広げていきたい。私が皆さんに良く
していただいたラッキーを他の人に分けてあげたいと思います』と明るく生き生
きと最初から最後まで「私は運が良く大変ラッキー」と笑顔で話されていました。
前向きに活動している金さんを見ていて、私たちも勇気と元気を分けていただい
たような気がします。今日は本当にありがとうございました。
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