
                

 

 

 

 

 

 

【2020-21 年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔会長  

 司  会   鹿島 久義会場監督 

 合  唱   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 長谷山 尚城親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

10・11月 プログラム名 

    第 3例会 10月 27日 

DUO ALSTER 

（デュオアルスター） 

マンドリンとギターの演奏 

児嶋絢子様・槐智明様 

 11月 3日 休 会 

出 席 報 告 市川 宏出席副委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43 名 36 名 

7 名 

対象外 

（5） 

94.74％ 

欠 8 名 

対象外 

（5） 

MU2 名 

 

91.89％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員   小林 敏伸会員   

津田 篤志会員  細山勝三郎会員  白井 正男会員 

長谷川俊雄会員  志村 修司会員 

ニコニココーナー 佐川陽子会場監督(補) 

伊藤 稔会長・長戸 隆彦幹事：李丹さん本日の卓話

楽しみにしています。よろしくお願い致しま

す。野口さん入会おめでとうございます。

歓迎します。 

伊藤 文治会員：米山奨学生 李丹様今日はご苦

労様です。 

川口 禮敬会員：李丹さん卓話ご苦労様です。楽しみ

に聴かせて頂きます。 

廣山 宗一会員：野口会員の入会を祝す。 

冨岡 昭一会員：野口新二さん本日より川崎中ロータ

リークラブの会員になります。大歓迎でお

迎えします。 

小島 徹会員：野口さん、川崎中 RCへお引越しおめ

でとうございます。李丹さん本日は卓話よ

ろしくお願い致します。 

金子 利昭会員：米山奨学生卓話 李丹さんよろしくお

願い致します。 

上原 伸一会員：李丹さん卓話よろしくお願いします。 

野口 新二会員：新しく中ロータリーに加入致しまし

た。皆様どうぞよろしくお願い致します。 

原 敏之会員：野口さん入会おめでとうございます。今

後ともよろしくお願い致します。李さん卓話

楽しみにしています。 

稲冨 正行会員：李さんの卓話、楽しみにしています。 

渡邊 新治会員：本日もよろしくお願い致します。 

片岡 英之会員：李さんの卓話楽しみにしております。

よろしくお願い致します。 

ゲストスピーカー 
李 丹様 

2020学年度 
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朝倉 和信会員：李丹さん卓話楽しみです。よろしくお

願い致します。 

鹿島 義久会員：本日は米山奨学生 李丹さん卓話よ

ろしくお願い致します。本日は入会式、野

口新二様入会おめでとう。これからも色々

お世話になります。 

合計   16件 27,    17,000円 

累計  175件    214,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 公益財団法人 米山梅吉記念館より賛助会

ご入会のお願いが届いております。また館報

（かんぽう）36 が届いております。詳細は回

覧致します。 

２． 去る 9/18（金）に救急車贈呈式（川崎北 RC

主催）が行われ、当クラブより萩原直前会長・

渡邉国際奉仕委員長が出席されました。詳

細は回覧致します。 

３． 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よ

り 2020-21 年度豆辞典が届いております。ポ

スティングしております。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

    川崎麻生  10 月 16 日（金） 例会場変更 点鐘

12：30百合が丘カントリークラブ⇒ホテルモリノ 7Ｆ 

10月 23日（金） 例会場変更 点鐘 

12：30百合が丘カントリークラブ⇒ホテルモリノ 7Ｆ 

    川崎宮前  10月 6日（火） ガバナー公式訪問 

前のクラブ協議会 

10月 13日（火）通常例会 

10 月 20 日（火）ガバナー公式訪問    

川崎マリーン 10月 8日（木）例会場変更 サン 

ピアンかわさき 2Ｆ「第一交流室」⇒ 

4Ｆ「第 3会議室」 

10月 29日（木） 休会 

横浜あざみ 10月 7日（水）移動例会 

点鐘 13：15 ガバナー公式訪問                        

アートフォーラムあざみ野 ２Ｆセミナールーム 

10月 14日（水） 休会 

10月 21日（水） 移動例会 

点鐘 13：15 アートフォーラムあざ

み野 2Ｆセミナールーム 

10月 28日（水） 休会 

＊コロナウィルスの影響により例 

会場が飲食禁止になっております 

ので、例会場での食事や飲み物は 

ございません。 

川崎大師 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 

       川崎とどろき 10月 12日（月） 休会 

10月 26日（月） 休会 

２． 本日例会終了後、理事役員会を開催いたし

ます。関係各位のご出席をお願いいたしま

す。 

３． 次週 10/13は休会です。 

４． ＜10月の予定＞ 

10/6 通常例会 理事役員会 

10/13 休会 

10/20 通常例会 

10/27 通常例会 

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     野口 新二会員 
会員誕生日 
小島 満会員 
志村 修司会員    小林敏伸会員 
伊藤 稔 会員     大友 徹会員 
栗原 茂昭会員    片岡 英之会員 
結婚記念日 
朝山 秀男会員    伊藤 文治会員 
小泉 繁勝会員 
島 利夫 会員     貝田 充 会員 
渡邉 新治会員 
栗原 茂昭会員    野口 新二会員 
配偶者誕生日 
朝山 秀男会員 昌子様 
 
 

 
会員誕生日 

 
片岡 英之会員 大友 徹会員 小島 満会員 

 
伊藤 稔会員 栗原 茂昭会員 

 



 
野口 新二 新会員 

卓  話 

 
 

米山奨学生卓話 

2020学年度 米山奨学生 李 丹さん 

演題：「教育から始まる」 

ご紹介：上原米山記念奨学委員長兼 

米山奨学生カウンセラー 

 

 

 

略歴書 
氏名 李 丹 （リ タン） 

出身 中国黒竜江省 

年 月 学歴 

2010 9 西安外国語大学外国語学部日本

語学科（入学）  

2014 7 西安外国語大学外国語学部日本

語学科（卒業）  

2014 10 長沼スクール日本語学校（入

学）    

2015 3 長沼スクール日本語学校（卒

業）    

2015 4 専修大学大学院研究生（入学）

    

2016 3 専修大学大学院研究生（卒業）

   

2016 4 専修大学修士課程（入学） 

   

2019 3 専修大学修士課程（卒業）

    

2019 4 専修大学博士後期課程（在学

中）    

年 月 職歴 

2019 4 山野日本語学校非常勤講師  

年 月 資格 

2014 12 日本語能力試験 1 級 

   

留学の理由と自己 PR 

学部生の時、中国における日本語教育に携わる

ため日本語や日本文化に関する研究をしたいと

考え留学をした。留学中、高度な専門知識を学

習し、より充実した日本語学の研究を目指して

いきたいと考え、大学院への進学を決意した。

また、もう一つの理由として、留学生活を通

し、自分の視野を広げていきたいと考えた。留

学生活の中では、様々な面で自分の母国と異な

ることに触れ、好奇心が湧き、異文化・国際理

解の能力が向上できると思う。 



長年で大陸選手として活躍してきたおかげで、

最後まで諦めず、困難や逆境などつらい状況で

も耐え、目標に向かって努力し続ける力を持っ

ていると思う。 

 

 

私は李 丹と申します。専修大学文学研究科日本

語日本文化専攻の博士 2 年生です。出身は中国の

黒竜江省です。世話クラブは川崎中ロータリークラブ

で、カウンセラーは上原伸一様です。 

私は日本へ留学してもうすぐ 7 年に迎えます。長いよ

うな短いような 7 年間の留学生活を振り返ってみると、

本当に感無量でした。たくさんの方々（指導教官・カウ

ンセラーなど）に大変お世話になっております。お世

話になった人々の御恩は一生忘れません。心から感

謝いたします。 

今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、川

崎中ロータリークラブの例会や活動などを取り消しに

なり、非常に残念に思っていました。川崎中ロータリ

ークラブの奨学生になって、そろそろ半年になります。

川崎中ロータリークラブの皆様は自分のためではなく、

他人のために、自分が出来ること、全力を尽くしてい

ます。クラブの皆様は世の中の役に立とうという姿勢

を見ると、本当に感動致しました。一番印象深いこと

はコロナ禍で厳しい状況の中、地域医療を支援し、中

原区医師会に医療用マスクやフェイスシールドキット

を寄贈しました。このような温かい家族（川崎中ロータ

リークラブ）の一員として、例会や活動に参加できる

自体が光栄でございます。半年間の奨学生の生活を

通して、自分が出来る範囲で、他人のために何か始

めようと決心しました。したがって今年の 5 月から町

田国際交流センターのボランティア活動に参加しまし

た。コロナ禍で危ない状況の中、まだ出来ることが少

ないですが、ロータリー精神を忘れず、今後も頑張っ

ていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 


