
                

 

 

 

 

 

 

【2021-22 年度 地区方針】“クラブ基盤のさらなる充実強化”〜会員の増強こそが最大のサービス（奉仕）〜

〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

                

    例 会 報 告       

 開会点鐘  貝田 充会長  

 司  会   渡邉 新治会場監督 

 合  唱   ロータリーソング「君が代」 

         「奉仕の理想」 

クラブソング  「拓け未来へ 拡げる友の輪」 

 お客様紹介 小島 正徳親睦活動委員 

・王 鑫様 第 2590地区 米山学友会 会長 

・李 丹様 2020学年度 米山奨学生 

今後のプログラム予定 

        4月 プログラム名 

     4月 5日 

会員お祝い 

卓話 NPO法人 

シャイン・オン・キッズ 

事務局長 ニーリー美穂様 

理事会 

     4月 12日 

卓話 新極真会東京城南

川崎支部 

入来 建武様 

出 席 報 告 廣山 宗一副出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43 名 35 名 8 名 84.50％ 欠 9名 MU0 名  

対象外 

（3） 

対象外 

（4） 

87.18％ 

 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  金子 利昭会員  

鹿島 義久会員  小泉 繁勝会員  大友 徹 会員  

佐川 陽子会員 上原 伸一会員   朝倉 和信会員 

ニコニココーナー片岡英之会場監督（補） 

貝田 充会長：ウクライナに対する人道的救援活動に

ついてロータリアンとして少しでもお役立

ちできたらと思います。第 2590地区米山

学友会会長王 鑫様、本日の卓話楽しみ

にしております。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

原 敏之幹事：王 鑫様、本日は卓話よろしくお願い

致します。李さんこれからも頑張ってくださ

い。 

小林 敏伸会員：お世話になります。 

川口 禮敬会員：王 鑫さん、卓話ありがとうございま

す。楽しみに拝聴させて頂きます。 

島 利夫会員：2022年 2月 25日第 3次世界大戦の

始まりの日として歴史的な日になるかもし

れません。ウクライナの人がかわいそうで

す。 

稲富 正行会員：王 鑫様、本日は例会へご参加頂き

ありがとうございます。卓話よろしくお願い

致します。 

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。 

 

会   長     貝田 充 

副 会 長     金子 利昭 
幹   事     原 敏之 
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合計   7件 27,     16,000 円 

累計  271件 363,000 円 

会 長 報 告 貝田 充会長 

１． 国際ロータリーより 2022 年 3 月のロータリ

ーレートのお知らせが届いております。 

2022 年 3 月 1＄＝116 円  ご参考 2022

年 2月 1＄＝115円 

２． 地区よりウクライナに対する人道的救援活

動支援についての依頼が届いております。 

３． 地区よりクラブ会長エレクト研修セミナー

（PETS）開催のご案内が届いております。 

日 時：第 1 回  3 月 18 日（金）13：30〜

17：30（講義形式） 第2回  4月 25日（月）

13：30〜17：30（グループ討議形式）場 所：

メモワールプラザソシア 21 

４． 地区より第38回ロータリー青少年指導者養

成プログラム（RYLA）申込期限延長のご案

内が届いております。＜第 38回RYLA申込

期間＞ 2/28（月）⇒3/31（木）まで延長     

５． 地区よりオンライン RLI（ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

研究会）卒後コース開催のご案内が届いて

おります。日 時：4 月 17日（日）9：00〜15：

00研修方法：オンラインでのセミナーおよび

ディスカッション 

６． 公益財団法人 川崎市国際交流協会より

第 27回「外国人市民による日本語スピーチ

コンテスト」への協賛金のお礼状が届いて

おります。回覧致します。 

７． 認定 NPO 法人くるみー来未より、事業活動

への寄付のお礼状および報告書が届いて

おります。 

８． 社会福祉法人 川崎いのちの電話より「広

報誌 104 号」が届いております。ポスティン

グしております。 

９． 地区より職業奉仕講演会のご案内が届い

ております。日 時：5 月 18 日（水）15：00〜

17：00 場 所：はまぎんホール ヴィマアー

レ 横浜市西区みなとみらい 3-1-1 講 演：

「人を大切にする経営が地域を創る」 講師 

経営学者 坂本 光司氏 

１０． 地区より 2022-23 年度地区委員の委嘱の

お知らせが届いております。  

小丸日出夫会員（会員交流）委員会 委員 

細山勝三郎会員（会員増強）委員会 委員 

内藤 幸彦会員（国際奉仕）委員会 委員 

 

１１． 地区 RLI 委員会より、RLI（ロータリーリーダ

ーシップ研究会）の修了書が届いておりま

す。修了者：野口 新二会員（RLI パート

Ⅱ・Ⅲ修了） 

幹 事 報 告 原 敏之幹事 

１． 例会変更 

   川崎中央  3月 7日（月）  夜間例会 

           3月 21日（月） 休会 

           3月 28日（月） 夜間移動例会         

   新川崎   3月 16日（水） 休会 

           3月 30日（水） 休会 

   川崎西北  3月 31日（木） 第 5例会休会 

   川崎高津  3月 17日（木） 移動例会「早朝供 

養例会」大蓮寺 

           3月 24日（木）⇒26日（土）移動例 

会「お花見夫人デー」 

           3月 31日（木） 第 5週につき例会 

なし 

   川崎宮前  3月 8日（火）  例会取消 

           3月 15日（火） 例会取消 

           3月 22日（火） 第 4週につき例会 

なし 

           3月 29日（火） 第 5週につき例会 

なし 

   川崎西   3月 11日（金） 例会中止 

           3月 18日（金） 例会中止 

   川崎大師  3月 9日（水）  例会取消 

           3月 16日（水） 例会取消 

           3月 23日（水） 休会 

   川崎鷺沼  3月 9日（水）  例会取消 

           3月 16日（水） 例会取消 

   横浜あざみ 3月 23日（水） 休会 

   横浜日吉  3月 16日（水） 休会 

           3月 23日（水） 休会 

   川崎マリーン 3月 17日（水） ハイブリッド例会 

           3月 24日（水） 休会 

           3月 31日（水） 休会 

   横浜港北  3月 10日（木） 休会 

２． 3/18（金）事務局は、閉館となります。 

３． 来週 3/22は休会です。 

委員会報告 内藤 幸彦５０周年実行委員長 

上原会員の退会に伴い,パスト会長会にて内藤
幸彦会員を新しく５０周年実行委員長に推薦、理
事会において承認されまた。 
 
皆様のご協力よろしくお願いします。 
 
 

 

 

 

 



卓   話 

米山学友会 会長 王 鑫様 

「米山学友会の活動紹介」 

 

紹介者 貝田 充会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆略歴 

王 鑫 (オウ シン) 

第 2590地区 米山学友会会長 

2019年交換留学プロジェクトで来日、専修大

学大学院(商学)を終了後、日清オイリオ Gｒで

三年間ＳＥを経験し、その後転職。現在は株式

会社トランス・コスモスにＤＸで効率化を行う

仕事をしている。 

2015年卒業後、米山学友会に入り理事として

活動をしている。2021年米山学友会会長を就

任。他地区との合同イベント、2023年の世界大

会の企画…他地区･国とのつながりを意識しな

がら活動をしたい。 

 

初めまして、米山学友会会長を務めさせて頂

きます 王 鑫(オウ シン)と申します。この

度、お招きにあずかり、ありがとうございま

す。今回は自己紹介と米山学友会を中心に、話

させて頂きます。 

私は中国・大連の出身で、2014～15年一年

間、川崎西北(稲生)RCにお世話になっておりま

す。 

大連は日系企業がとても多い為、「日系企業

で働きたい！」との考えで大連外国語大学に入

学を決めました。大学三年生の時に交換留学で

来日、そのあと専修大学大学院を終了し、現在

社会人として働いています。仕事はデジタル技

術(DX)を利用して、作業を効率的に行うことを

提案する、ソリューションコーディネーターで

す。 

米山と出会ったのは 2013年修士一年生の頃

でした。研究室で米山奨学金をもらう OBがい

て、本人から「米山に入って人生が変わった」

との話を聞いています。当時、聞いた驚きと私

も米山に入りたい！との思いは今もはっきり覚

えています。修士 2年生の時に奨学金をいただ

き、現在も米山で活動をしています。振返って

みますと「人生が変わった」とのことは、きっ

とたくさん素敵な人と出会って、知恵とチャン

スに恵まれ最終的にいい結果に結びついたと理

解しています。 

卒業後、理事として学友会のイベント行事、

現役奨学生のサポートをしてきました。奨学生

時代と違ってクラブ以外の交流も増え新しい学

びが出来るようになりました。学友会では 4月

にオリエンテーションの企画、5月には米山梅

吉記念館訪問、ロータリアンを感謝する為の国

際料理大会を開催します。6月に学友総会、7

月鶴見川清掃活動、9月の夏季レク、また地区

大会等の地区活動にもサポートをしています。

その他ローターアクトとの交流、他地区と合同

インベントも定期的に実施しています。来年

2023年 8月に熊本、モンゴルに続き今度世界大

会が日本のつくばで開催する予定です。関東 10

地区の学友会が企画していますので、ぜひご参

加して頂きたいと思います。 

また今後の活動でお会いできるのを楽しみに

しております。 

 

米山奨学金授与 米山奨学生李 丹さん 

最後の授与式になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改めまして、こんにちは！李 丹です。  

皆様、2年間大変お世話になっておりました｡

まず、カウンセラー並びに貝田会長は公私にわ

たりたくさんのご相談に乗って頂き、誠にあり

がとうございます｡お陰様で充実した 2年間を

過ごすことができました｡心から感謝しており

ます｡  

そして、ロータリアンの皆様にもお礼を申し

上げたいです。毎回の例会の時に丁寧にたくさ

んのことを教えてくださり、誠にありがとうご

ざいます。最後に、ロータリー奨学生としての

2年間の奨学生活を紹介したいと思います。  

3月は桜の季節、お別れの季節、新しい始ま

りの季節です。その暖かい日差しの春、様々な

意味が込められています。実は、今年の春は、

これまでの人生の中で最も別れの多い時期で

す。親友が中国に帰国し、2年以上アルバイト

した日本語学校をおやめになり、ロータリー奨

学生も卒業になりました。その一つ、一つが私

にとって大切な思い出であり、感謝でもありま

す。今まであらゆる面で、私を支えてくださ

り、お世話になった皆様に感謝いたします。  

今日で最後の例会となっています。本当に時

間が経つのは早いもので、あっという間に 2年

が経ってしまいました。この 2年間で、奨学生

として学んだことをお話ししたいと思います。

私がうちのクラブに配属されて以来、新型コロ

ナウイルスが流行し、蔓延している時期です。

初めて皆さんにお会いしたのは、晴れ渡った 5

月のことでした。期待と緊張が入り混じった気

持ちだったことを今でも鮮明に覚えています。

幸いなことに、皆さまは奨学生の私を温かく見

守ってくださり、すぐにクラブに馴染むことが

できました。  

この挨拶の言葉を書きながら、「ロータリー

は私に何をもたらしてくれるのか」と問いかけ

を続けていました。私にとってロータリー奨学

金は、金銭的な便利さや勉強に専念できること

だけではありません。  

それは、自分以外の世界を見る時間、自分の

専門以外の勉強をする時間、自分以外の人を知

る時間、そして自分の視野を広げる時間を与え

てくれたのです。おかげさまで、この 2年間、

たくさんの「初めて」を見えてきました。それ

は、何歳になっても、他人のために一生を捧げ

ようとする人達、何歳になっても、挑戦する心

を持ち続ける人達、何歳になっても、夢を持ち

続ける人達、そんな皆様を見てきました。私は

本当に幸運で、まだ若い時に皆様とお出会い、

お金では買えない人生の最高のものを学ぶこと

ができました。本当にありがとうございま

す。  

伝染病、戦争、大変な時代に生き、様々な苦

しみ・楽しみを味わい、幸不幸の波に洗われな

がらも、皆さまから学んだことを大切にして、

うまず、たゆまず、一生懸命生きていきます。

やがて息絶えるその日まで、心を高め、魂を磨

くことに決心しました。今後とも相変わらぬご

指導のほどよろしくお願いいたします｡  

最後になりますが、皆さまのご健康とご活躍

をお祈り申し上げます｡今まで本当にありがと

うございました｡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


