
 

 

 

 

 

 

 

【会長テーマ】 ：「 経 験 」 を 生 か し て 未 来 へ 「 挑 戦 」             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

     例 会 報 告        

 開会点鐘  小丸日出夫 会長 

 司  会  井上 裕司 SAA 

 合  唱  「友達になろう」 

 お客様紹介  大友 徹 親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

11・12月 プログラム名 

第 3例会 11月 28日 
神奈川県中原警察署 

署長 田中 武志様 

第 1例会 12月 5日 

年次総会 会員お祝い 

米山奨学金授与式 

ｼｽｺ･ﾏｼｭｰ・ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ・ﾓﾝｶｰさん 

情報集会報告 

理事役員会 

第２例会 12月 12日 
年忘れ家族会 点鐘 17：30 

崎陽軒 5Ｆ マンダリン 

出 席 報 告 市川 実出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

45名 33名 

12名 

対象外 

（7） 

86.84％ 

欠 0名 

対象外 

（0） 

MU0名 100% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  松田 敏治会員 

井上 光明会員  宇田 章二会員  金子 利昭会員 

鹿島 義久会員  小島 徹 会員  島 利夫会員 

小林 敏伸会員  大友 徹 会員  清水 専吉会員 

内藤 幸彦会員   

ニコニココーナー 原 敏之 副 SAA 

小丸日出夫会長：米山奨学生ｼｽｺ･ﾏｼｭｰ・ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ・ﾓﾝｶｰ

さん本日の卓話ありがとうございます。４

ヶ月位経過致しましたが、現在の心境も含

めてのお話楽しみにしております。 

川口 禮敬会員：ﾏｼｭ-君卓話ご苦労様。健康に留意して

頑張ってください。 

冨岡 昭一会員：ｼｽｺ･ﾏｼｭｰ様本日の卓話よろしくお願い

ゲスト 
ｼｽｺ･ﾏｼｭ-･ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ･
ﾓﾝｶｰさん 
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します。 

小泉 繁勝会員：本日は奨学生ﾏｼｭｰ君の卓話です。本人

が日本で勉学に励んでおりますので変わら

ずご支援お願い致します。 

白井 正男会員：先日小丸会長・川口・小島(満)・小泉・

内藤会員の皆様大変お世話になりました。 

細山勝三郎会員：本日、次々年度会長・幹事・次年度の

理事役員の発表をさせていただきました。

よろしくお願い致します。 

田邉 進会員：例年の事で恐縮ですが小生の妹、垣内宣

子が作成したカレンダーを配布させて頂き

ます。どうぞご収納下さいませ。 

渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよろ

しくお願い致します。 

合計   8件   8,000円 

累計  277件   335,000円 

会 長 報 告 小丸 日出夫会長 

1.地区より2017年11月のロータリーレートのお知らせ 

が届いております。2017年 11月 1ドル＝114円 

＊2017年 10月は 1＄＝112円 

2.地区経由横浜本郷ＲＣより“地元の子供の貧困に目を 

 向け、対策に取り組んでみませんか？”という、身近な 

 子供の自立支援についてのご案内が届いております。 

 細は回覧いたします。 

3.地区より第 34回青少年指導要請プログラム（ＲＹLA） 

 開催のご案内が届いております。詳細は回覧いたしま 

 すので、参加ご希望の方は事務局までご連絡願います。 

4.地区よりクラブ戦略計画委員長会議開催のご案内が届 

 いております。日 時：12月 5日（火） 15：00～ 

 場 所：ソシア 21 4Ｆ ウイング 

5.社会福祉法人 川崎いのちの電話より「広報誌 91号」 

 および相談ボランティアの募集要項が届いております。 

 ポスティングいたしております。 

6.公益財団法人 盲導犬くらぶより「会報 88号」が届 

 いております。回覧いたします。 

7.会友の小川慶一様より 45周年記念行事のお礼状が届 

 いております。（お祝いをいただきましたので、そのお 

 礼に引出物（かまぼこ）をお送りしております）回覧 

 いたします。 

幹 事 報 告 髙木 洋一幹事 

1.例会変更 

川崎百合丘 11月 11日（土）パシフィコ横浜会議セン

ター 

11月 14日（火） ガバナー公式訪問 

12月 17日（日） インターアクト年次大会 

12月 19日（火） 年末家族会 点鐘 18：00 

12月 26日（火） 休会 

川崎高津 11月 9日（木）→11/11（土）移動例会  

地区大会 

11月 23日（木） 休会 

11月 30日（木） 第５週につき例会なし 

横浜西 11月 15日（水） 職場見学会・移動例会 

11月 29日（水） 休会 

川崎中央 11月 13日（月）→11/11（土）に変更 地区 

大会に参加 

11月 20日（月）→11/16（木）点鐘 18：30 

川崎日航ホテル 12Ｆ  3ＲＣ合同親睦例会 

（川崎大師・川崎マリーン・川崎中央） 

川崎とどろき 11月 20日（月） 休会 

12月 11日（月）年忘れ家族会  ｸｲｰﾝｱﾘｽｶﾞｰﾃﾞﾝ日吉 

12月 18日（月） 休会 

2.会報受領 新川崎ＲＣ 川崎とどろきＲＣ 回覧いた 

 します。 

3.＜再連絡＞11/11（土）に地区大会が開催されますの 

  で、ご出席をお願いいたします。（11/14の振替となり 

   ます）点 鐘：12：30  

  場 所：パシフィコ横浜会議センター 

4.11/21（勤労感謝の日 11/23）は、休会です。 



5.本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
堀一 慶明会員 渡邉 新治会員  

長谷山尚城会員 松田 敏治会員 

大牟田 淳会員   

 

会員誕生日 

伊藤 文治会員 三木 治一会員 

堀一 慶明会員 小島 徹会員 

萩原ひとみ会員 柾木 國義会員 

 

結婚記念日 

廣山 宗一会員 堀一 慶明会員 

川口 禮敬会員 白井 正男会員 

鹿島 義久会員 市川 宏会員 

叶野 聡 会員 大友 徹会員 

 

配偶者誕生日 

三木 治一会員 道子様  

井上 裕司会員 美佐子様 

  
A HAPPY BIRTHDAY 
 

 
写真左より 萩原ひとみ会員 堀一慶明会員  

      伊藤文治会員 おめでとうございます。 

金色の輝きを得た 輝かしきご結婚 50周年 

     おめでとうございます 

 

卓話 

ｼｽｺ･ﾏｼｭｰ･ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ･ﾓﾝｶｰさん（カナダ） 

紹介：小泉カウンセラー 

       、 

小泉会員の第 4子？なかなかの好青年です。 

 

8歳の時に、祖母が日本に来た時の写真をみたのがきっか

けでした。そこから独自で日本語の勉強を始めた。 

図書館で日本語の本借りたりした。 

伝統的な部分が好き。茶道・和菓子・書道など。 

 

Matthew Jordan Moncur Sisco

1990年12月17日生 （26歳 ウィンザー市、カナダ
家族構成：両親と弟
専修大学文学部日本文学文化学科３年
研究テーマ：平安時代・源氏物語
日本在住歴：合計５年
現在の住まい：東京都中野区

 



        

§ 日本文学文化学科とは

§ ゼミ：王朝文学・源氏物語

§ 卒論のテーマ

 

カナダについての豆知識 

基本的に英語が多い。フランス語は主にケベック州で話

される。カナダのすべての商品に英語とフランス語が両

方表示されている。 

英語はアメリカ英語と似ているが、発音は少し違う。ス

ペルもイギリス英語と同じ。よくあるステレオタイプな

カナダ英語は、日本語の「ね」みたい eh をつける 

カナダには時差が６つあります。 

ロシアについで２番目に大きい国 

カナダの有名なコーヒーやはTim Hortons 

カナダ独自の料理ーPoutine 下北沢 

石油などの自然資源がたくさんあり 

アメリカとの国境は世界一長い国境。 

アメリカと同じと思われがち。昔からアメリカよりリベ

ラルで、国民保険・銃の制限、同性婚などがあります。 

カナダの国技はラクロス。一番人気なのはアイスホッケ

ー 

 

 

マシュウくんの生家 

基本情報 

人口 約２２万人 

気候 湿潤大陸性気候 ー湖に囲まれているから夏は蒸

し暑い。３０度以上になる日は珍しくない。雷雨や竜巻

はカナダで一番多い。冬は比較的温暖で、雪が降る日は

比較的少なく、大雪になるのは毎年５回くらい。雪が積

もっている日はわずか53日。カナダでは過ごしやすい。 

 

 

 

8月にはインド旅行に行ってきましたが、着くやいなや 

下痢症状になり、すぐに日本に帰りました。 

小泉会員の第4子？なかなかの好青年です。 

麻秀くん ありがとうございました。 

 


