
                                                                  
   
   
   
   
   

第第第２２２５５５８８８０００地地地区区区   

      
                        

      
 

 

２０１８-２０１９年度 スローガン 

「広げよう奉仕の輪、親睦・友情の輪」 

 
第１３回 （通算１６８６回） ２０１８年１１月６日 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆ 
〈１〉 開会点鐘・会長挨拶 〈７〉 11 月結婚記念日「結婚記念日の歌」 

〈２〉 

〈３〉 

国家斉唱「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

 

6 日 松林会員  16 日 榎本会員 

19 日 白石会員  22 日 塚本会員 

〈４〉 

〈５〉 

ビジター紹介 

幹事報告 

 

〈８〉 

25 日 佐野会員 

出席状況報告 

〈６〉 11 月誕生日祝い「誕生日の歌」 〈９〉 メークアップ報告 

 

 

17 日 牧会員  19 日 白石会員 

27 日 佐野夫人 

〈10〉 

〈11〉 
委員会報告 

ニコニコ BOX 報告 

  〈12〉 閉会点鐘 

    

    

    

 
 
 
 

 
 

 
 

2018-2019 年度 国際ロータリーテーマ 「 Be The Inspiration 」   

   
 

WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt  

 

本日の卓話  「ロータリー財団月間に因んで」 

地区ロータリー財団・地区補助金委員会委員長  松林 茂会員 

 

次回の例会 〈11/9〉 中央分区（5 クラブ）インターシティ・ミーティング 

 

次週の例会 〈11/13〉 I.M 振り替え例会休会日 

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆ 



◆◇◆ 先週の例会記録 ◆◇◆ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

◆◇◆ 松林会長より ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

① 明日 24 日は「世界ポリオデー」となっており、

ポリオ撲滅活動に関心を持ってもらえるよう

にメッセージビデオが届いていますので、ご

覧いただきます。 

② インドで行うワクチン活動への参加希望の方

がいらっしゃいましたら、私か事務局までご

連絡下さい、詳細をお知らせいたします。 

 

◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆ 
 
 
 
 
 
 
 

① 10 月 27 日（土）東京東江戸川ロータリーク

ラブ創立 50 周年記念式典・祝賀会へ松林

会長と萱森副会長が参加予定です。 

② 10 月 29 日（月）第 2 回中央分区会長・幹

事会に松林会長、幹事で参加します。 

③ 来週 10 月 30 日の例会は休会です。次回

の例会は、11 月 6 日です。お間違えの無い

ように！又、通常理事・役員会が 11 時より

ございます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆◇◆  先 週 の 例 会 よ り  ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

9 月度ニコニコ大賞の渡辺会員 
 

◆◇◆ ニコニコ BOX 報告 ◆◇◆ 

前田会員：結婚記念日の花、ありがとうございま

す。なんと、49 年であります。 

牧野会員：昨日の 2580 地区中央分区ゴルフコ

ンペ参加の皆様、お疲れ様でした。個

人戦の部で準優勝でした。来年は、

団体優勝目指してがんばりましょう。 

安田会員：妻のバースディの花、ありがとうござい

ました。 

渡辺会員：ニコニコ大賞 ありがとうございます。 

酒粋会より：10/17 第 39 回酒粋会、無事終了

しました。第 40 回は 11/15 に白石幹

事で開催されます。皆様、参加して下

さい。 

 

今週の合計 5 件 

累 計 

33,000 円 

1,392,179 円 

2018 年 10 月 23 日 第 12 回 （通算 1685 回） 

開会点鐘 松林会長   28F 「スカイルーム」 

＊ビジター紹介 1 名 藤原隆宏様（東京神宮

RC） 

＊ゲスト紹介 2 名 ジャン イーウェーさん（米山

記念奨学生・卓話者）/内田昌之様（地区米山

奨学委員会委員・東京練馬西 RC） 

出席 24 名  欠席 10 名  （免除者 1 名） 

出席率 72.72% 補正出席率（10/2） 84.84% 

会員年次総会の公告 

会員各位 

会長  松林 茂 

東京セントラルパークロータリークラブ内規 

第 7 条により 2018-2019 年度クラブ年次 

総会を下記の通り 招集いたします。 

記 

日時：2018 年 12 月 4 日(火)午後 1 時より 

会場：ハイアットリージェンシー東京 B1「白鳳」 

議題： 

1. 2020-2021 年度会長ノミニーの件 

2. 2019-2020 年度理事・役員ノミニーの件 

3. 35 周年記念誌に関しての件 

以上 



◆◇◆  先 週 の 卓 話  ◆◇◆ 
卓話前に地区米山奨学委員の内田様から、 

張さんのご紹介を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

「日本での生活で感じたこと」 

2018学年R米山記念奨学生 張 軼威さん 

私は2016 年9 ⽉に東京⼤学情報理⼯⼤学院

の研究⽣として中国から来⽇しました。 

2017 年4 ⽉に同じ研究室の修⼠として⼈⼯知

能応⽤関連の研究を始めました。 

ここでは、外国⼈として２年間の⽇本⽣活の軌跡

をご紹介いたします。 

-異国で新⽣活の始まり 

初めて来⽇した時の不便と不安を、私は今でも

鮮明に覚えています。 

中国の⼤学は基本的に学⽣全員に寮を提供す

るだが、東京⼤学では⼊寮できる留学⽣の数が

⾮常に限られています。 

事前の抽選が落ちたため、キャンパスの近くに部

屋を借りて暮らすことにしました。 

部屋探しから賃貸契約の⼿続きが完了するまで

2 週間もかかりました。 

ようやく部屋に⼊居できたその時、⽬の前には何

もない空っぽの部屋がありました。 

必要な家具や家電などを少しずつ調達し、普通

の⽣活ができるようになったのは、来⽇から1 ヶ

⽉後でした。 

海外での研究や⽣活において最初は不便も感じ

ましたが、⽇本の暮らし安い環境と⽇本⼈の親切

のおかけですぐ慣れるようになりました。 

-⽇本の再発⾒ 

私は⼩さい頃から⽇本のアニメ、ドラマなどをたく

さん⾒て、⽇本の⽂化に魅了され、いつか⽇本

に⾏くことを夢⾒ていました。 

⽇本に来る前は⽇本⼈の勤勉さ、仕事に対する

真⾯⽬さ、努⼒などが印象的でした。 

⽇本に来てからはその印象は変わらなかった。 

それ以外、学⽣は⾃⽴⼼が⾼く、⾃分の使うお

⾦は⾃分で稼ぐと⾔う理由でアルバイトをしている

⽇本⼈学⽣にたくさん会いました。 

私の研究室は様々な国の留学⽣がいるので、⾃
分と異なる⽂化で⽣まれ育った⼈と接する機会

が多くあります。 

私は2018 年の4 ⽉から、ロータリー⽶⼭奨学

⾦の奨学⽣になりました。 

ロータリー⽶⼭奨学⾦の奨学⽣になる前では、私

の留学⽣活で接する⼈たちはほとんど研究室の

メンバーや研究関連の⼈たちでした。 

今年の4 ⽉から、奨学⾦のイベントを参加したり、

毎⽉の例会を参加したり、とても充実でした。 

奨学⽣たちはみんな違う分野の学⽣さんで、⾃
分の分野だけではなく、いろんな分野のことが知

ることができって、世界は本当に広いなぁと思い

ました。 

⾃分とその周辺だけに⽌まらず、毎⽉の例会で

多種多様な⼈たちに出会う楽しさがロータリー⽶
⼭奨学⾦の魅⼒だと思います。 

-世の中に役に⽴つ研究をしたい 

私の研究は⼈⼯知能の応⽤関連で、そこで理論

だけではなく、実際の社会に適⽤できる結果を残

せることを願って、学会への発表や、社会への貢

献に頑張りたいと思っています。 

来⽇の2 年間の研究成果として、国際会議4件、

国内会議4 件の発表を⾏ってきました。 

-むすび 

これからの留学⽣活は、これまでに経験したいろ

んなことを沢⼭の⼈のため役⽴てるとともに、⾃

分の⼈⽣を楽しく、健康でしていこうと思います。 

 

 

 

 

 

 



◆◇◆ 委 員 会 報 告 ◆◇◆ 
 

 

 

 

 
 

萱森副会長より 

2020-21 年度（萱森会長年度）8 月から青少年

交換留学生の受け入れにあたり、皆様にカウンセ

ラー、ホストファミリーのお願いをしなければなりま

せん。ご理解を頂くためにもホストファミリー経験

者の古川会員、牧野会員にお話を伺いたいと思

います。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

古川会員       牧野会員 

○奥様の協力が不可欠→現在も留学生と連絡

を取り合い、国際交流にもなっている 

○同年代だった子供の刺激になった→その後、

ロータリー活動に興味を持ち参加するようになった 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日  毎週火曜日 12：30～13：30   

例会場  ハイアットリージェンシー東京 

会 長  松林 茂  副会長  萱森 由美 

幹 事  榛村 浩一 会報委員長  塚本 将之 

事務局  〒166-0004   

東京都杉並区阿佐ヶ谷南 1-34-6 新東京会館 

TEL（03）3312-4959  FAX（03）3312-4958   

E-mail: info@tokyocentralpark-rc.com 

http://www.tokyocentralpark-rc.com/ 

―事務局からのお知らせとお願いー 

＊ 例会欠席の場合は、前日までに事務局に

ご連絡下さい。 

９月の皆出席 

阿部会員/榎本会員/小野会員/大橋会員/

萱森会員/川松会員/小林会員/佐野会員/

白石会員/榛村会員/杉本会員/塚本会員/

富永会員/中山会員/橋本会員/古内会員/

牧野会員/松林会員/安田会員/渡辺会員/ 

                   （以上 20 名） 

※ 誤りがございましたら お申し出下さい。 

第 40 回酒粋会のご案内 

 

第 40 回酒粋会幹事  白石 正 

今回は、池袋西口で食べられる本格台湾料理 

のお店をご紹介いたします。会員の皆様ご友

人をお誘い頂き、奮ってのご参加をよろしくお

願い致します。 

記 

日時：11 月 15 日（木） 午後 6 時～ 

場所：「古都台南担々麺」 

    豊島区西池袋 1-40-5 名取ビル 2F 

    ☎ 03-5951-3388 

会費：お一人 5,000 円（当日、集金致します） 

期日：11 月 9 日（金）事務局 FAX3312-4958 

以上 
10 月 24 日は「世界ポリオデー」です。 

みんなが健康でこそ豊かな地域社会となると、 

ロータリーは信じています。 

だからこそ私たちは、122 ヵ国の 25 億人の子どもへ、 

ポリオの予防接種を粘り強く続けてきました。 

1985 年以来、18 億ドルを投入し、 

ロータリーが最優先として取り組んでいる活動です。 

 

ポリオは一度感染すると治療法はありません。 

しかしワクチンで予防することができます。 

ポリオワクチンを発明したジョナス・ソーク博士の 

誕生日に因んで、10 月 24 日が「世界ポリオデー」と 

定められました。 

 

ロータリーだけではなく、ユニセフやビルゲイツの財団も、 

それぞれに「世界ポリオデー」を推進します。 

ポリオ撲滅に向けて世界が一つになる日です。 

我々もロータリーのメンバーとして、 

そして地球に暮らす人間として、 

ポリオ撲滅の活動をしましょう。 

 

http://www.tokyocentralpark-rc.com/

