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ロータリーソング「手に手つないで」 

四つのテスト    小河 静雄 会員 

 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫    

        ゲストスピーカー：ウン，チェン キン様 

                                （藤沢 RC 委嘱米山奨学生） 

        ビジター：野口 恭夫 様   （相模原 RC） 

    

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・地区大会へのご出席、会ありがとうございました。 

  19 日はのクラブリーダーセミナーの中で、RI会長

代理（大阪東 RC）若林紀男様のお話が印象に残り 

  ました。クラブ会長時代に、新会員が入会すると 

  会長経験者をお世話役について、一年面倒見ても 

  らったそうです。また、例会以外の同好会をクラ 

  ブ内で立ち上げらたそうです。ユニークなところ

では、髭を生やした方だけの同好会とか、帽子好

きの方の同好会とか。夜間例会以外でも交流を深

められ、クラブが盛り上がったそうです。 

・20 日の本会議で、昨年度の米山記念奨学会への昨 

  年度の一人当たりの寄付優秀クラブ 5位というこ    

 

  とで表彰していただきましたので、ご披露させて 

  いただきます。皆様のおかげです。ありがとうご 

  ました。 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・地区大会ご出席の皆様、ありがとうございました。 

  19 日のクラブリーダーセミナーで、私の印象に残 

  ったことについてお話いたします。 

  RI 会長代理（大阪東 RC）若林紀男様の言葉なの 

  ですが、「ロータリーを考えた時に負担にならず、 

       

出席報告出席報告出席報告出席報告    （   ）内は計算に用いた会員数 

    

例会月日 会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率 

メークアップ 

修正出席者数 修正出席率 

会員数 

１０月９日 ４４（４３）名 ２８名 １５名 ６５．１２％ ２名 ３０名 ６９．７７％ 

１０月２３日 ４４(４３)名 ２６名 １７名 ６０．４７％ 
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        生活の一部になるとよい」と言ってくださいまし

た。自分の一部になるというのは素晴らしいこと

で、負担にならように、ロータリーと付き合って

いきたいと思います。 

 ・10 月 30 日（水）は、5 週目で休会です。 

 ・ロータリーEクラブの一覧表を作成いたしました。

メークアップにご利用ください。事務局にござい

ますのでお声がけください。 

 

        最終ページに地区大会の 

        写真を掲載しています 

    

    

    

    

    

    

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

     会員誕生日 9月 29 日 吉藤 清誉 会員 

 

 

      10 月 30 日 杉本 繁則 会員 

 

  結婚記念日 10 月 24 日 杉本 繁則 会員 

 

杉本会員お誕生日と結婚記念日、ダブルでお祝いです。 

 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

 野口 恭夫 様（相模原 RC） 

  相模原RCの野口です。地区大会に参加された方、 

どうもありがとうございました。 

  なお、本日 10/23 は私の誕生日です。不思議めぐ 

  りあわせですね。 

 藤田 浩二 会長 

  地区大会、お疲れ様でした。 

  ウン，チェン キンさん、卓話宜しくお願いしま 

す。 

  野口様、藤沢ロータリーへようこそ。 

 今井 重信 会員 

  本日、業務のため早退いたします。 

 大小原 徹 会員 

  地区大会 参加できず大変申し訳ありませんで 

した。お詫びのスマイルです。 

ウン，チェン キンさん 卓話よろしくおねがい 

します。 

杉本 繁則 会員 

 誕生日のお祝い、そして結婚記念日のお祝いあり 

がとうございます。 

 吉藤 清誉 会員 

  今年は誰からも祝ってもらえず、悲しんでいまし

たが、今日は少し気が晴れました。 

 岩田 和 会員（先週の例会でいただきました） 

  結婚記念日のお祝い有難うございました。二人共 

  忘れていました。もう 62年になります。二人共 

  ぼけないで仕事をしています。神に感謝です。 



≪小話≪小話≪小話≪小話    3333 分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫    

  吉川 栄紀 会員 

 

10 月 22 日は、即位の礼でした。令和になって正式に

天皇陛下が内外に皇位を継承したことを示す正殿の

儀が、海外から多くの王族、国家元首や政府高官が招

待されて、執り行われました。雨がひどかったのです

が、天皇陛下が、「おことば」の後、万歳三唱と同時

に礼砲が撃たれた時、虹が出たそうです。 

当日の夜は、共演の儀でした。天皇皇后両陛下と一緒

に入場したのは、お二人はどのような方なのか話題に

なりました。在位期間の長いブルネイのボルキア国王

とスウェーデンのグスタフ国王が両陛下と入場なさ

いました。 

 

 

 

 

 

 

万歳について鈴木宮司よりレクチャー 

手の平を内側に向けた形が正しい万歳だそうです。 

 

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

『マレーシアの観光』『マレーシアの観光』『マレーシアの観光』『マレーシアの観光』    

        藤沢藤沢藤沢藤沢 RCRCRCRC 委嘱米山奨学生委嘱米山奨学生委嘱米山奨学生委嘱米山奨学生    

        ウン，チェンウン，チェンウン，チェンウン，チェン    キンさんキンさんキンさんキンさん    

 

名前：ウン チェン キン 

年齢：22歳 

出身国：マレーシア（ペナン島） 

大学：湘南工科大学 

就職内定会社：日鉄テックスエンジ株式会社 

 

マレーシアの「ゲンティン・ハイランド」というリゾ

ートについて紹介します。マレーシア唯一のカジノリ

ゾートで、多数のホテルと3つのカジノテーマパーク、

スパ、シッピングモールが併設されています。 

高地にあるので、涼しく過ごせます。 

世界中から観光客がきます。マレーシアからも多くの

人が遊びに行きます。 

 

ゲンティン・ハイランドの様子を映像で見せていただ

きました。 

 

 



ウン，チェン キンさんへの質問 

・なぜ日本に来たいと思ったのか？ 

  日本の技術が、アジアで一番優れていると思い、 

  それを勉強したかったので。   

・米山奨学会は、どのように知りましたか？ 

  大学で米山奨学生の募集があるのを知りました。 

・米山奨学生になってよかったことは？ 

  アルバイトに追われしまうストレスがなくなり、 

  安心して勉強に力を入れることができるように

なりました。 

  ロータリーの方にお世話になっており、家族のよ

うに接してもらえてうれしいです。様々な機会に 

  誘っていただき、経験することができました。 

いろいろな国の学生と知り合い、仲良くなりまし

した。 

・米山奨学生としてはどんな活動をしたか？ 

  最初にオリエンテーションがありました。 

  7 月にクリーンキャンペーンに参加しました。 

  夏に研修旅行に行きました。10 月に地区大会に参

加しました。11 月は、国際交流会があります。 

・就職先はどのような会社？ 

日本の鉄鋼関係で、マレーシアに支社はありません。 

・将来は、どうしたい？ 

 すぐにマレーシアに帰らないで、いろいろな国で仕

事をして、学びたいです。60 歳くらいになったら、 

 マレーシアで暮らしたいです。 

・今の悩みは？ 

 就職が決まり内定式に行きました。117 名の内定者

の中で、唯一の外国人だとわかって、仕事について

いけるか、どんな仕事をするのか、心配になりまし

た。 

 

藤田会長より謝辞 

 

相模原 RC 野口様 地区大会ではホストクラブとし

てお世話になりました。 

ブラインドサッカーのイベントについてお話しくだ

さいました。ぜひ藤沢で！ 

 

 

 

ホテル 1 階エントランスホールもハロウィン！ 

 

 

本日のお料理 
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    20202020 日日日日    本会議本会議本会議本会議    

 

 

    

    

    

    

    

    

記念講演 

ジャーナリスト 

櫻井よしこ 様 

「女性が輝く時代」 



20202020 日大懇親会日大懇親会日大懇親会日大懇親会    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


