
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 大松 誠二 

 

◎点鐘                     会長 澄川  昇          

                                            

◎国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

                   ソングリーダー 菊池  敏               

◎お客様紹介                 会長 澄川  昇 

 多摩青年会議所 理事長           向後 亜季様 

 青少年交換学生           ステラ ウルリッヒさん 

 東京町田・中ＲＣ                 黒崎 剛 様 

 2011-12年度青少年交換派遣生       細谷愛菜さん 

  

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

本日の会務報告はありません。 

 

◎幹事報告                 幹事 荒瀧 義機 

配布：ロータリーの友（２月号） 

回覧：①ガバナー月信（２月号） 

    ②東京城西ＲＣ創立50周年記念式典のご案内 

    ③第2750地区京浜グループ・第2640地区 

合同広報活動記念チャリティパーティのご案内 

他クラブ例会変更：なし 

 

◎次年度会務報告         会長ｴﾚｸﾄ 萩生田政由 

①2013-14 年度の委員会組織が被選理事会のほうで承認

されましたので、組織表を配布致しました。是非ご確認を

頂き、炉辺会合を開いて頂いて、次年度の活動方針検討

に向かって頂きたいと思います。その時は、次年度会長・

幹事も出席致しますので、是非ご連絡下さい。 

 

②３月６日に次年度、奉仕プロジェクト企画会議を開きま

す。2013-14年度RIテーマは、「ロータリーを実践し みん

なに豊かな人生を」と決まりました。 

しかし、まだ、ガバナー方針は決まっておりません。 

会長方針も発表していません。そのような中で奉仕プロジ 

ェクト企画会議を開いて頂くのですが、当年度、楽しいロー

タリークラブを作っていくためにも、楽しい奉仕プロジェクト 

を行っていきたいと思っていますので、皆様の様々な意見

をお聞かせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

◎ご挨拶          多摩青年会議所  向後亜季様 

澄川会長はじめ、ロータリーク

ラブの方々に多摩青年会議所

の賀詞交歓会にご参加頂き、

ありがとうございました。 

20～30 代の若者が参加してい

る団体なのですが、40 代にな

ると卒業となってしまうため、

年々人数が減少しております。

もし皆様のお子様や従業員の方で該当する年代の方がい

て、街づくりや自分自身を高める事に興味がある方がいま

したら、是非ご紹介下さい。 

【 委員会報告 】 

 

◎出席報告        出席奨励委員会 吉沢 洋景 

 

会員総数                      34名 

出席義務者数                   24名 

出席義務免除者               10名 

出席者数 出席義務者              ２１名 

出席義務免除者                ７名                             

計                     28名 

出席率    28/31  =  ９０．３２％ 

第10４４回例会（1/23）訂正出席率 ８７．１０％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ     ＳＡＡ・親睦委員会  山田 文夫 

 

 黒崎 剛様  東京町田・中RC 青少年カウンセラー 

 澄川  昇   ステラさんよくいらっしゃいました 卓話 

          よろしく。 

 荒瀧 義機  向後様、ステラさん、黒崎様 、細谷さん 

          ようこそいらっしゃいました。 

          ステラさん卓話宜しくお願いします。 

 足立潤三郎  小泉さんお久し振り。 

 大松 誠二  天災と小泉  博は忘れた頃にやって 

来ます。気をつけましょう。 

 遠藤 二郎  黒崎様ようこそ、お世話になります。 

          ステラ ウルリッヒさん卓話宜しくお願 

          します。 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 
事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

 
会長 澄川 昇  幹事 荒瀧義機    
会報・記録委員長 宮本 誠  副委員長 小泉 博  
委員 足立潤三郎 大松誠二 遠藤二郎 柴崎信洋 海野榮一 山田 勍 

                                                                                                                                                                   ２０１３．０２．０６． 第１０４６回例会  No.２３－２８  ２０１３．０２．１３発行 

 

 

  
                                                                                                                        

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２０１２～２０１３年度 

 

全員積極参加でロータリーを楽しもう！ 
                 

 

 



  

萩生田政由  東京町田・中RC 黒崎様卓話楽しみ 

           です。 ステラ ウルリッヒさんよろしく 

           お願い致します。    

 伊澤ケイ子  ステラ ウルリッヒさん 細谷愛菜さん 

          ようこそ。 

 菊池  敏   ステラ ウルリッヒさんようこそ！ 

 小泉  博   ステラさんようこそ 卓話楽しみです。 

          細谷さんお久し振りです。 

          この雪は私のせいではありませんヨ。 

 宮村  宏   雪が雨になってよかったですネ。 

 中谷 綋子  ステラさん、細谷さんようこそいらっしゃい 

          ました。 

 齋藤 誠壽  お足元が悪い中 ようこそお越しください    

          ました。ステラさん卓話お願いします。 

 関岡 俊二  ステラさん卓話楽しみにしています。 

 田﨑 博実  今日は雪で、登山靴で来たのですが 

          必要なかったですね。 

 津守 弘範  ステラさんようこそ 卓話楽しみです。 

 

本日の合計￥２２,０００ （累計￥６２３,３９９ ） 

 

◎その他委員会 

 ★プロアマチャリティーゴルフ 

                ゴルフ同好会部長 小泉  博 

＜開催日時＞2013年5月27日（月） 

＜開催場所＞よみうりゴルフ倶楽部 

◇ホストクラブ：東京稲城ＲＣ、東京ｉシティＲＣ 

◇各クラブ 12名以上 12クラブの募集予定 

⇒今後、順次募集致しますが、多数ご参加いただけま

すようお願い申し上げます。 

 

★多摩市街美化キャンペーン      大松 誠二会員 

初日は、とても盛り上がったキャンペーンとなりましたが、

雪のため、永山での実施は中止となりました。今後、2/12

（火）唐木田駅前、2/13（水）聖蹟桜ヶ丘駅前でどちらも 16：

00～17：00 の間で実施予定です。参加を申込されていな

い方でも、是非ご参加下さい。 

 

◎卓話者紹介             

東京町田・中ロータリー・クラブ                   

青少年交換学生カウンセラー 黒崎 剛 様 

ステラさんは昨年８月７日に成田

に到着、ドイツのハーゲンというと

ころから来ました。全く日本語がわ

からないところからスタートし半年

経った現在、日本語での卓話に初

挑戦となります。 

どうかあたたかく見守ってあげて

下さい。 

 

◎卓話 ｢日本とドイツの比較｣    

青少年交換学生 ステラ ウルリッヒさん 

ドイツは、ヨーロッパの中央に位置しており、他国への移

動がし易く、隣国には、デンマーク、オランダ、ベルギー、 

ルクセンブルグ、フランス、スイス、オーストリア、チェコ、

ポーランドがあります。国の広さは日本と同じくらいです。 

ノルトラインヴェストハーレン州のハーゲンという町に、医

者の両親と住んでおり、10歳の妹と12歳と14歳の弟、18

歳の兄との7人家族です。 

ドイツでは、このような大家族は珍しく、兄弟 2～3 人が一

般的。この 8 月から日本に交換学生として、ホストファミリ

ーのお宅で日本とドイツの生活の違いや、食事のスタイル、

お風呂やトイレの様式の違いに戸惑いを感じながらも、充

実した日々の生活を送っています。好きな食べ物は、焼き

鳥とお好み焼き。苦手な食べ物は梅干と納豆。毎日、ご飯

食を食べることは、時々大変だと感じています。ドイツでは、

朝ごはんにパンやコーンフレークを食べるのに対し、日本

ではホットスープを飲むことや晩御飯の量の違いに驚きを

感じました。現在、町田市の桜美林高校 1 年Ａ組。バレー

部と茶道部で活動しており、ドイツでは日本のような部活

動というものはありません。週に1～2回の活動でバレー、

ピアノなど他たくさんのクラブに入ってます。一番大切なの

はクラブで友達を作って楽しむこととなっています。日本人

はひとつの部活に非常に熱心に頑張っていることに違い

を感じました。学校で好きな科目は書道と体育。日本では

テストの成績が全てなのに対し、ドイツでは 50％くらいが

クラスでどれだけ発言するかで決まるので、たくさんディス

カッションします。話すことが好きな私はドイツの授業のほ

うがおもしろいと感じました。その他様々な体験をしながら、

多くの事を学んでいます。 

 

【1】ドイツのこと 

・ハーゲンのシンボル⇒樫の木 

・ドイツの教育のシステム⇒3～6歳まで幼稚園、10歳まで

小学校、その後3つのレベルのコースに分かれる 

【2】日本での経験 

・サマーキャンプで富士登山、富士急ハイランドで初めて

ローラーコースターに搭乗。 

・ウエルカムパーティで浴衣を着ました。ドイツの伝統的な

服とはまた違うものを感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊ステラさん 卓話のあとの質問にも丁寧に答え 

てくれてありがとう 細谷さんもご協力ありがとう。 

ドイツと日本の違いを、パワーポイントで映像を並べて紹

介など、上手なプレゼンテーションでした＊＊ 

◎お礼と点鐘                 会長 澄川  昇 

（今週の担当：小泉 博） 


