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＝ 本日のプログラム ＝ 

【卓 話 例 会】 

職業紹介  眞壁恭子・竹内祥晴 会員 

担当： クラブ管理運営委員会 山本道子 理事 

例会担当 SAA： 中野正義 副 SAA 

 

－ 会長報告 － 

○ガバナー事務所 より 

・台湾での「第１８回ロータリー国際囲碁大会」 

のご案内 

 

○ＲＩ日本事務局 より 

・2017 年ロータリー国際大会信任状 

 

○厚木県央ロータリークラブ より 

・公開例会へのご出席依頼について 

  「地域の子供たちを交通事故から守る啓発活動」 

  4 月 9 日（日） 13 時点鐘 厚木中央公園  

  

       － 幹事報告 － 

○報告事項はありません。 

      

－ 委員会報告 － 

○インターアクト委員会 より  西村弘司委員長 

・七沢一泊研修(3/25-26)…車でご参加の会員は従 

来の駐車場を使用できるようになりましたので、ご 

利用下さい。 

 

○交換留学生 邱蕾伊(Lei-Yi Chiu)さん  

・クラブよりお小遣い贈呈 

・レティさんからの京都、広           

島研修旅行のお土産 

 「もみじまんじゅう」 

 

 

 

 

 

 

 

・留学生研修旅行の感想 

皆さんこんにちは。  

先週、私は留学生と派

遣生のみんなで京都と広

島に行きました。 京都

と広島には初めて行きま

した。京都の清水寺はすごく綺麗でした。               

私はそこの音羽の滝の水

を飲みたかったのですが、

時間がなくて残念ながら

飲めなかったです。 

広島平和記念資料館に

行って、そこの展示物を見て、すごく悲しかったです。

昔の戦争は本当に怖くて、私は今の時代に生まれて良

かったなと思いました。 

夜ご飯を食べ終わって

皆で平和学習の話しをし

ました。 皆の平和の基準

の話しを聞いて、やっぱり

みんなの基準は違うんだ

なって思いました。   私は今の私たちが学校に行

けること、ご飯を食べれること、他の国に旅行に行け

ることは平和なんだなと思いました。 

私はこの二泊三日の

研修旅行で沢山学ぶ事

が出来ました。 

皆と色々なところに

行ったり、沢山喋った

り出来て、本当に楽し

かったです。 
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☆ 会員誕生日 ☆ 

3 月２１日 →林 正博 会員 

ロータリークラブの役

を頂いても中々参加出

来なくて、申し訳あり

ません。人の脳の寿命

は 120 歳と言われて

いますが、その前に身

体が言うことを聞かなくなったり、痴呆になってしま

うのが現状殆んどです。これからも健康維持の研究を

進めてゆきますので、宜しくお願いします。 

 

    ― 職 業 紹 介 ― 

○眞壁恭子 会員 

今はもう 41 才にもなりました長男

が３才になりました頃、加入していま

した明治生命の集金の方が根気よく

勧めてくださり、保険営業の仕事をす

ることになりました。その方は実直な

正しい保険のおばさん、という感じの人だったなと懐

かしく思い出します。お陰様で保険の

営業を 40 年やってこられたのだと

感謝しています。その方のように自転

車に乗って、初めての営業の仕事に悪

戦苦闘していた時期

に 2 番目の子供が生

まれ、住宅事情で愛川町に引っ越しそ

れに伴い近場にありましたニッセイ

愛川支部に移りました。時代が変わっ

て 2002 年頃ニッセイに代理店部門

が出来、丁度 57 才で早期定年退職をして営業職員か

ら個人事業主の道を選びました。 

ニッセイ時代後半の数年

私のアシスタントとして働

いてくれ、独立してしてか

らもオフィス・まかべを支

えてくれた、お花の大好き

な娘は横浜でアトリエ・ア

イという花屋を開いて充実した毎日を過ごしている

ようです。 代わりに夫が仕事仲間になってくれまし

た。今は長年お世話になり、励ましても下さいました

大切なお客様のお役に立つ仕事をして行きたいと思

っています。 厚木中ロータリーの皆様と楽しい時間

を過ごせて嬉しいです。今後ともよろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

 

○竹内祥晴 会員 

私は川崎大師ＲＣより移籍しましたが、なぜＲＣに

入ったかと言いますと、仕事の関係で無理やり入った

ような状況でしたので例会に出席するのがやっとの

状況でした。今、厚木中ＲＣに移籍をさせて頂いてと

ても感謝しています。  

自己紹介ですが、生まれは川崎市高津区です、その

後私が 3 歳の時に相模原市に引っ越してきて小、中学

校は相模原市立清新小、中と過ごしました、小学校は

普通に過ごしていましたが、5 年生の 1 月に朝タイヤ

を半分埋めた遊具でクラスメイトと遊んでいる時、友

達が私の左足に落ち

大腿骨を複雑骨折を

する怪我をしてしま

いました。入院は１

ヶ月ちょっとでした

が、退院時ギブスを

お腹から足の爪先巻かれてしまい、ギブス生活が３ヶ

月続きその後ギブスを切ってレントゲンを撮ったら、

まだ骨が付いていないとの事でまたその後もギブス

生活が続きました。結局学校を半年も休むことになっ

てしまいました。学校に行っても半年も休むと勉強は

全然分からない状況でした。足の筋肉も丸っきり無い

し、体力も無くなり、その後中学に入った時、部活動

に入って体力を付けようと思いバスケット部に入部

しました。練習が毎日きつくて何回も辞めようかと思

いましたが 3 年間続けた結果相模原市の優秀選手に

選ばれ嬉しかったです。 

仕事はミツウロコに入社して、ガスの配送を 5 年や

り、その後(株)ナック（ダスキン）に入社をし、今の

仕事の清掃業とマット・モップのレンタル業の勉強を

しました。 

30 歳で独立をすると決めていたので 30 歳で今の

会社を創業しました。 
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― Interact 一泊研修会 ― 

○インターアクト一泊研修会 

・２０１７年３月２５日～２６日 

・厚木市七沢自然ふれあいセンター 

・２度目の当地区単独の実行委員会              

のみで開催、実行委員の協力とロー

タリアンと学友の支えにより実現。参加者全員で

“Smile challenge”し、最高の思い出を !!! 

・プログラム(一部省略) 

《入所式》１日目 

開会宣言→点鐘→国歌→IAの歌→IAの綱領→中込仁

志地区青少年委員会委員長挨拶、大倉美季 DIR 挨拶→参加

者紹介→施設ｽﾀｯﾌ挨拶とｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

〔連想ｹﾞｰﾑ、ｸｲｽﾞﾗﾘｰ、ﾚｸﾚｰｼｮﾝ〕 

《朝のつどい》２日目 

挨拶、ラジオ体操等 

〔ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ・ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、「３年生を送る会」〕 

《退所式》 

 久保田英男次年度地区青少年奉 

  仕委員会委員長挨拶、総評、 

  施設スタッフ挨拶、佐藤瞳 

実行委員長挨拶、閉会挨拶 

・全参加 IAC９２名 

内、厚商 IAC６名 

 生徒(倉田悠斗、本杉俊輔 

実行委員、服部茜実行委員) 

  顧問(小池法彦先生、本田達 

也先生、山谷洋子先生) 

・全参加ロータリアン３３名 

内、当クラブ会員 9 名(西

村弘司地区青少年委員会副委員

長、城所敏之会長、齊藤達

夫会長 EL、山口昇幹事、佐藤光輝副幹事、中野正義地区

財団資金推進委員、山本道子クラブ管理委員会、藤川孝幸会

員、竹内祥晴会員) 

―ようこそ日本へ ! レティのファミリー!!― 

○３月２５日  

・ レティのお母様とお姉さんが来日。 

ホストファミリーの長塚ママが成田までお迎え

して下さいました。午後 4 時半、一行をレンブラン

トホテルでお迎えしました。 

  お母さんの名前はジュウ  シヤオ  リー、お姉さ

んの名前はチュウ  レイ  シュエン。レティとよく

似た３姉妹という感じでした。元湯旅館に宿泊。翌

日は、河口湖へ。 

○３月２６日 

・ IAC１泊研修の2日目。 

全てのプログラムが 

終わり、アクターたちか 

ら、地区青少年奉仕委員 

会、中込委員長と西村副 

委員長に、感謝の花束が   

贈られました。【リポート by 城所会長】 

 

○山本道子クラブ運営担当理事の感想 

IAC１泊研修は、たった 2 日間のために、各学校の

アクター委員と地区青少年奉仕委員会の方々が、これ

まで 13 回会合を重ねて当日を迎えています。当日は、

学友や顧問先生、ロータリアンも多数参加。今年は、

青少年交換留学生の来日学生、派遣学生が参加したの

は、ニシムラマジックだと思います。  

 レティひとりのために、

どれだけたくさんの人が

関わっていることか。カ

ウンセラーとして、大し

たことは出来ていません

が、レティのおかげで、同じ来日アメリカの高校生や、

次年度ハンガリーに派遣される中学生とメル友にな

ることができました。 

色々な人に出会える、ロータリーの醍醐味をさらに

噛み締めています。全てに感謝しています。 
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－ スマイル － 

☆クラブのスマイル 

【城所 会長・齊藤 会長エレクト・山口昇 幹事・佐

藤 副幹事】 

桜の開花宣言も出ましたが、お花見の予定は立てま

したか？ 本日は新会員、眞壁会員、竹内会員の卓話

です。桜の季節にふさわしい初々しい話が聞けること

でしょう。よろしくお願いします。レティようこそ。 

 

【西村弘司 会員】 

レティようこそ。もうすぐ 4 月になりますね。  

2 年生になり、ホストファミリーも変わります。 

 心、新たに頑張って下さい。 

山崎さん写真いつもありがとうございます。 

 

【柴田淳之助 会員】 

昨日はディズニーの送別会を開いて頂き、有難うご

ざいました。忙しい中、参加して頂いた有志の方々、

厚く御礼申し上げます。  

山崎さん、昨夜の写真有難うございます。 

 

【林 正博 会員】 

誕生日のきれいなバラを本当にありがとうござい

ます。 

 

【建部 覚 会員】 

昨日はディズニー君の卒業祝い兼送別会、楽しい一

時でした。山崎さん、写真をありがとうございます。 

 

【川添 勝憲 会員】 

山崎さんいつも写真をありがとう御座居ます。今日

は天気も良く、気分がとてもいいです。 

 

【笹生 誠 会員】 

林さん、誕生日おめでとうございます。竹内さん、

眞壁さん、卓話楽しみです。 

 

【藤川 孝幸 会員】 

林さん、お誕生日おめでとうございます。今度、ア

ンチエイジングの卓話を是非願いします。眞壁さん、

竹内さん、卓話楽しみです。眞壁さんリラックスして

いつものキャラで楽しく職業紹介して下さいね。山崎

さん、写真をいつも有難うございます。 

 

【竹内 祥晴 会員】 

先週は川崎大師RCにメイクに行き欠席をしました。 

すみませんでした。 

 

【石川 弘子 会員】 

本日業務のため早退させていただきます。申し訳ご

ざいません。 

 

☆☆ さようならディズニー君 ☆☆ 

我がクラブで、神奈川工科大の柴田会員のもと 4 年

間お世話してきた Mr.Santos Van Dyck(通称ディズ

ニー君)がロボットメカトロニクス学科修士課程を無

事修了し、４月にベルギーを経て母国コンゴ民主共和

国に帰国することになりました。 

長年付き合ってきて自分たちの息子が巣立つよう

で、お別れのラストは涙・涙・涙でした。 

ディズニー君、世界の国々で日本人の素晴らしさを

伝えて、世界平和の使者となって下さいね !!! 

■本日のスマイル合計 22,000 円 ご協力ありがとうございます。 

-例会スケジュール- 点鐘 12：30  会場 レンブラントホテル厚木 

《出 席 率》  会員数     44 名      欠席者数            5 名 

出席率 87.80％    前々回修正出席率  75.61％ 

 

月/日 内   容 担  当 

3/29 1890 回 卓話例会・3 月度理事役員会 クラブ管理運営委員会 

4/ 5 1891 回 ロータリーの友フォーラム ク管運営・広報委員会 

4/12 1892 回 卓話例会 クラブ管理運営委員会 

4/19 1893 回 地区協議会報告 会長エレクト 

4/ 26 1894 回 卓話例会・4 月度理事役員会 クラブ管理運営委員会 


