本日の卓話

次回の卓話
10 月 15 日(火)

移動例会

川甚

「合同例会」

「総合庁舎整備の検討状況と立石駅北口
地区の街づくりの進捗状況の報告について」

「あなたはロータリアンですか？」
東分区ガバナー補佐 嶋村文男様
(東京東江戸川ＲＣ)

葛飾区総務部総合庁舎整備担当課長
土屋文彦様

通算第 2221 回

今週の例会
移動例会

第 9 回 10 月 15 日

川甚

「東京葛飾中央ＲＣ・東京葛飾東ＲＣ合同例会」

○ガバナー月信、コーディネーターニュース
配信
○バギオだより、ロータリーの友、米山豆辞典
メール BOX へ配布しました。

【点鐘】【ロータリーソング】我等の生業

【委 員 会 報 告】

【来

○9/10(火)東京葛飾ＲＣ観月会
○武井青少年奉仕委員長より
・9/12(木)青少年奉仕全体会議に行ってまいりまし
た。
・農産高校へ花苗代支援金を持っていきました。
今年も 12 月頃に 1 年生が作成した花鉢が区内
の施設等に配られる予定です。他に亀有駅の両
さんの裏の花壇のコーナーに農産高校と当クラ
ブの名前入りのプレートを付けてもらうことに
なりました。
○10/9(水)東分区懇親ゴルフ大会
千葉カントリークラブ
(大川・松坂・吉田・鈴木・神谷・町田・大久)
○井上国際奉仕委員長より
・来年ホノルル国際大会でのガバナーナイトの参
加人数のアンケートが届いておりますので、出
席される方はお申し出下さい。
・地区の米山奨学委員として先日臨海東ＲＣへ奨
学生と同行で行って参りました。他のＲＣへ行
くのも勉強になりますので、皆様も行ってみて
下さい。
・今月は米山月間です。先日当クラブ米山奨学委
員会からも寄付のお願いを送信しております。
本日は米山豆辞典も配られております。ぜひご
協力お願い致します。
○10/2(水)理事役員会(例会前)
○10/2(水)指名委員会(例会終了後)
○大久社会奉仕委員長より
9/19(木)葛飾区社会奉仕協議会への寄付・寄贈
会長幹事と共に車いす・支援金の贈呈に行って
まいりました。
その際に葛飾区社会奉仕協議会より感謝状を頂
きました。

賓

紹

介】

東分区ガバナー補佐 嶋村文男様(東京東江戸川ＲＣ)
東分区幹事

橋本豊之様(東京東江戸川ＲＣ)

東京ベイＲＣ会長 金子高一郎様

前週の例会

通算第 2220 回
第 8 回 10 月 2 日

【点鐘】【国歌】君が代
【ロータリーソング】奉仕の理想
おめでとう♪
会員誕生日祝い

須田祐司会員(8/25)

奥様誕生日祝い

関夫人通子様(10/22)

【ビ ジ タ ー 紹 介】
神戸西神ＲＣ 壁屋香様
東京江北ＲＣ

鎌田秀一様

東京江北ＲＣ

村上正明様

【会 長 報 告】
○9/21 東分区ＩＭの御礼状が届いております。
1 部、2 部、3 部と長い時間ありがとうございま
した。ロータリーファミリーとの交流などとて
も楽しいＩＭでした。
○バギオ基金より維持後援ＲＣのお礼状が届きま
した。
○昨日、合同例会の打合せで葛飾中央ＲＣへ行っ
て来ました。
【幹

事

報

告】

○次回は 10/15(火) 移動例会 東京葛飾中央ＲＣ
との合同例会 川甚 となります。
会員集合 11 時
11 時 20 分から第 3 回クラブ協議会
12 時 30 分より合同例会
亀有「須田」での次回通常例会は 10/30 となり
ますのでお間違いのないようよろしくお願い申
し上げます。
○葛飾中央ＲＣより 11/23(土)ゆめコンサート協
賛のお願いが届いております。
クラブとしての他に今年も個人での協賛もござ
いますので、協賛される会員は事務局までお申
し出下さい。

【ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ】
東京江北ＲＣ

【出

席

報

告】

会員１８名中 １２名 出 席

80.00％

(９月４日)前々回訂正出席率

94.44％

鎌田秀一様・村上正明様･･･お久し

振りにメーキャップに参りました。葛飾東の
皆様お変わりなく何よりです！本日は 2 名よ
ろしくお願い致します。
吉田会長･･･神戸西神ＲＣ
鎌田様、村上様

【く じ ら コ イ ン Ｂ Ｏ Ｘ】

壁屋香様、江北ＲＣ

本日合計

\1,390

ようこそお越しくださいま

今期累計

\15,086

した。アズライ君

本日の卓話よろしくお願

いします。
鈴木幹事･･･アズライ君、卓話よろしく！秋の気配
はまだかナ？
井上会員･･･アズライ君 卓話よろしくお願いし
ます。昨日は臨海東ＲＣに米山奨学生のアテ

米山奨学委員会よりお願い

報告

10 月 は 「 米 山 月 間 」 で す 。
ぜひ、米山への寄付のご協力をお願い
申し上げます。

ンドで出席してました。須田さん元気になっ
てよかったですね。お帰りなさい。

♦♦♦♦第 4 回定例理事役員会報告♦♦♦♦

金子会員･･･得になし！
町田会員･･･アマル・アズライ・ビン・チェ・アズ
ハ君 本日の卓話よろしくお願いします。
松坂会員･･･9/28 に仙台での第 15 回日韓親善会議

日

時

１０月２日(水) 17 時 30 分より

場

所

「須田」例会場

出席者

に参加しました。韓国から 230 名のロータリ
アン、日本から 460 名のロータリアンが参加
してウェスティンホテル仙台で開かれ、講演
が元慶応義塾総長 安西祐一郎氏による「日
本のＡＩ戦略」でした。

吉田・鈴木・須田・関・金子・武井・
町田 オブザーバー：大川・松坂

議

題

１．９月会計の件
原案通り承認
２．2019 年 8 月九州北部豪雨災害支援金の件

大久会員･･･アズライ君 本日の卓話よろしくお
願いします。

本日、例会中に一口 500 円で会員に任意
供出をお願いする。

大川会員･･･10月に入りました。今年も残すところ
3ヶ月ですね。アズライさん卓話よろしく。
齊藤会員･･･秋のお彼岸も終わり10月になりまし
た。少しは涼しくなるかなと思いましたが今

３．50 周年記念行事の件
町田氏の提案により、松坂ＰＧを実行委員長
に推薦する。
４．東京葛飾ＲＣとの合同家族忘年会の件

日は暑くて困りました。第1例会で米山奨学生

12 月 17 日(火)

のアマル・アズライ・ビン・チェ・アズハ様

当クラブはクラブとしての参加は見合わせる。

の卓話ですが面白いお話が聞けると良いと思

５．その他

います。よろしく。

○葛飾中央ＲＣ主催の夢コンサートは今年も当ク

関会員･･･今月は10月になり忙しくなりますが、台
風が来ないことを祈ります。

ラブとして 100，000 円の寄付を継続する。
また、一般会員の会社単位での協賛を呼びかけ

須田会員･･･アズライ君 本日の卓話よろしくお
願いします。しばらく出席できずに申し訳あ
りません。誕生祝いありがとうございます。
武井会員･･･アズライ君 卓話よろしく！

ることとする。（１口、10，000 円）
○第３回、第４回葛飾中央ＲＣとの合同例会・
クラブ協議会は、会場費 20，000 円及び参加人
員×4，000 円+消費税の経費が発生、先方に振
込みをする。

本日合計

\54,000

今期累計

￥317,000

○葛飾ＲＣの 55 周年祝賀行事に参加される方は、
祝儀を 20，000 円で統一することとする。
例会時に発表する。

１０月２日の例会卓話

氏名：ｱﾏﾙ ｱｽﾞﾗｲ ﾋﾞﾝ ﾁｪ ｱｽﾞﾊ

「自己紹介と研究について」

テーマ：日本に留学した理由
内容

米山奨学生
アマル・アズライ・ビン・チェ・アズハ様

私が日本に留学した理由は、日本の高等教育の
レベルが発展途上国と比較して総じて高いか
らである。そして、留学という経験を通して、
将来国際的に活躍できるようになりたいと考
えたからである。それは、国際的な環境に没頭
するので、国際的に視野を広げられるだけでは
なく、世界中からの様々な国籍や、言語や、文
化などの友達を作ることができると考えてい
る。そして、私が高校生だった頃、いずれ海外
に行ってみたい、何か新しいことに挑戦してみ
たいという夢があった。マレーシアにずっとい
るよりは、若いうちに海外に行くという経験を
積んだ方がいいと思っている。
また、日本の技術レベルが他先進国より進ん
でいるので、この機会を利用して技術について
学び、自国の発展に貢献したいと考えている。
さらに、日本の大学を卒業することで、雇用市
場での扉が広く開かれる。 日本の大手企業は、
グローバルビジネスを代表するより多くの国
際卒業生を採用したいと考えているので、私の
将来的なキャリアアップが望める。そして、日
本の会社で最新の知識を学び、経験を積むとと
もに、日本人の働く姿勢やマナーなども身に付
けていきたい。ゆくゆくはマレーシアに戻り、
日本で経験したことや先端技術をマレーシア
人に伝えていきたいと思う。そしてマレーシア
のためにも、一人前の技術者になって、自国の
発展に寄与していきたいと考えている。

