
 
  

 

 

 

 

【会長テーマ】 ： 健 康 で 明 る い 環 境 を つ く ろ う               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

例 会 報 告 

 開会点鐘  金子 利昭 会長 

 司  会  貝田 充 SAA 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  親睦活動委員会 市川 実委員 

 

今後のプログラム予定 

10・11月 プログラム名 

 第 2例会 10月 13日 
卓話 小川 湧三様 

（川崎鷺沼ＲＣ） 

 第 3例会 10月 20日 

卓話 セコム株式会社 

統轄支社長 浅沼 専司様 

営業課長  林 正広様 

 第 4例会 10月 27日 

卓話 市川 緋佐麿様 

（2013-14 ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ） 

（川崎ＲＣ） 

      11月 3日 休 会 

出 席 報 告 廣山宗一出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43名 32名 

11名 

対象外 

（7） 

88.89% 

欠 7名 

対象外 

（7） 

MU1名 100% 

【本日の欠席者】 

市川 宏 会員  三木 治一会員  小林 敏伸会員 

萩原ひとみ会員  長谷山尚城会員  堀一 慶明会員 

柾木 國義会員  髙木 洋一会員  島 利夫 会員 

小山 政吉会員 

ニコニココーナー 

金子 利昭会員：米山奨学生 李香福さん、本日卓話楽

しみです。よろしくお願いいたします。 

叶野 聡 会員：李香福さん、卓話楽しみにしています。 

小山 政吉会員：いつもお世話になっております。本日

は所用の為、休ませていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

伊藤 文治会員：米山奨学生 李香福さん今日は卓話ご

苦労様です。 

白井 正男会員：今月は米山月間です。本日の卓話を米

山奨学生の李香福さんです。よろしくお願

いします。楽しみです。 

細山勝三郎会員：どのような事を日本に来て学ばれてい

るのか日韓関係をどう思われているのか楽
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しみです。よろしくお願いいたします。 

川口 禮敬会員：李香福さん卓話ご苦労様です。楽しみ

に拝聴させていただきます。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願いいたします。 

池田 亨 会員：本日はお世話になります。李さん卓話

楽しみにしております。 

長戸 隆彦会員：李さん、卓話楽しみにしています。 

 

 

 

会 長 報 告 金子 利昭会長 

１． 地区よりロータリーレートのお知らせが届い

ております。 

2015 年 10月 1ドル＝120円 （9月は 1

＄＝124円） 

２． 地区より東日本集中豪雨被災地への義援金に

対するご協力依頼が届いております。 

会員一人当たり 1,000 円以上ということで、

ニコニコより出しました。 

３． 地区より第49回神奈川県ロータリアン親睦テ

ニス会（上野杯）のご案内が届いております。 

日時：11 月 10 日（火）場所：湘南ローンテ

ニスクラブ  詳細は回覧いたします。 

４． 川崎中原 RC より防犯ネットの贈呈式のご案

内が届いております。本年度は川崎中原 RC 

の例会で 4クラブ協賛の「防犯ネット贈呈式」

を行います。当クラブは昨年同様 300個の 

防犯用品寄贈。 

日 時：10月 15日（木） 

場 所：ホテル 精養軒 12：30～13：30 

 

幹 事 報 告 叶野 聡幹事 

１． 例会変更 

川崎 10月 29日（木）   休会 

川崎大師 10月 14日（水） 

     職場訪問移動例会 南本牧ふ頭 

        横浜ロイヤルパーク 68Ｆ 

                      

「皇苑」中華料理 

＊メークアップ受付 

川崎大師平間寺 信徒会館 1Ｆ 12～12：30 

新川崎  10月 21日（水）   移動例会 

       田クロスゲート  15：00～ 

     川崎ダイス「煌蘭」 点鐘 17：30 

＊メークアップ受付 

 川崎日航ホテル ７Ｆ 18～18：30 

11 月 11 日（水）→14 日（土）地区大会参加 

移動例会 

川崎中央 10月 12日（月）   休会 

     10月 26日（月）   職場訪問 

                靖国神社 

川崎麻生 10月 23（金）    移動例会 

        職業奉仕委員会の職場訪問 

   米軍横田基地見学（10：00～13：00） 

     10月 30日（金）   休会 

     11月 13日（金）   休会 

      地区大会（11/13・14）へ振替 

２． 会報受理 

 新川崎 RC 回覧いたします。 

３． 本日、例会終了後理事役員会がございます。  

 

お 祝 い ご と 

入会記念日 

内藤 幸彦会員 

市川 実 会員 

伊藤 稔 会員 

 

会員誕生日 

井上 光明会員 小川慶一会員 

小島 満会員  志村修司会員 

小林 敏伸会員 伊藤 稔会員 

 

結婚記念日 

朝山 秀男会員  伊藤文治会員 

髙木 洋一会員  小泉繁勝会員 

小山 政吉会員  島 利夫会員 

萩原ひとみ会員  貝田 充会員 

渡邉新治会員   柾木國義会員 

 

配偶者誕生日 

朝山 秀男会員 昌子様 

田邉 進会員  淑江様 

柾木 國義会員 富子様 

 

 

合計 10件   11,000円 

累計 234件   311,000円 



卓話 「自己紹介」 

第 2590地区 2015-16年度米山奨学生 

李 香福さん 

 

【卓話概要】 

私は2015年度から川崎中クラブでお世話になっている、

米山記念奨学生の李香福と申します。韓国出身で現在、

明治大学大学院博士後期課程2年に在学しています。私は

2015年4月に来日しました。3月に高校を卒業したばか

りでした。高校3年の時、将来について不安と悩みでいっ

ぱいだった時、たまたま遊びに行った友人の家に、外国

で留学していた友人のお姉さんが休みで帰国していまし

た。友人のお姉さんは異国での生活について面白い話を

たくさん聞かせてくれました。話を聞いた後、外国での

留学生活に魅力を感じるようになりました。普段からア

ニメや小説などに日本文化に関心があったことと、自分

が物理が好きがったことから、科学先進国である日本へ

の留学を決心しました。そして、高校を卒業してすぐに

来日しました。日本語学校を2年間通い、日本語が延びる

ほど一層日本の生活が楽しく感じました。日本語を勉強

したとき、一番難しかったのは、ニュアンスでした。「い

いです」と言われるとオッケーなのか、ノーなのか判別

がつかなかったです。だが、日本人の友達ができ、日本

の文化を理解できるようになると、自然にわかるように

なりました。経験することや学ぶことが楽しく感じるよ

うになってからは進学したい気持ちは高くなり、日本語

学校を卒業してから、明治大学理工学部物理学科に進学

しました。学部4年のときに研究室に配属され、はじめて

私の研究分野である、超音波物理学について研究するよ

うになりました。 卒業論文研究をしているうちに、研究

することの楽しさ、研究内容に面白さを感じ、もっと研

究がしたいという気持ちがうまれ、学部卒業後は大学院

に進みました。大学院生になって研究テーマを決め、実

験し、時には成功、時には失敗しながら得た結果を考察

し、学会で研究報告をしました。他の研究者たちと意見

交換したり、自分の研究成果をまとめた論文を書いたり

することに達成感を感じ、一層研究者の道を歩きたくな

りました。博士課程に入ってからは、毎日ほとんどの時

間を研究室で過ごす生活をしていました。米山奨学生に

選ばれてからは、多国の友達ができ、イベントに参加し、

新しい日本を発見・経験することができました。５月に



は米山梅吉館を訪問して米山記念奨学会の歴史について

勉強し、そのあと、三島神社を散歩、秩父宮記念公園に

行きました。８月には夏季レクリエーションに参加、群

馬県を訪れ、桃狩りを楽しみました。長い留学生活で、

色んな日本を見てきたと思っていましたが、まだまだ日

本には私が知らない、素敵な場所がたくさん存在するん

だと実感しました。こういった経験は、私をリフレッシ

ュさせ、新しいエネルギー源となり、研究をより頑張れ

る気持ちにさせます。また、月一度の例会参加は貴重な

社会授業時間になっています。多様な分野で活動してい

る方々からいただける卓話は、人生勉強が出来る、思考

を広げてくれる、とても有益な時間です。また、ロータ

リアンの皆さんがかけて下さる暖かい一言は私のこころ

を暖ませてくれ、励みにもなり、もっと頑張ろうという

気持ちにさせてくれます 。米山記念奨学生になってから

たくさんの「絆」ができました。これからもこの絆を大

切にして生きたいです。 

 

 


