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11 月 15 日　第 1252 回例会 2017 年 11 月 15 日発行（No.1202）

本日の卓話 次回の卓話（11 月 22 日）

第２回　クラブフォーラム

テーマ「新世代会議について」

「次の 100 年に向けて踏み出した
“はじめの一歩” 」

星野　大記会員地区ポリオプラス委員

プログラム

合同例会　13:00 〜 13:30

・ホストクラブ会長開会宣言

・国歌、ロータリソング斉唱

・ガバナー補佐挨拶（来賓紹介、各クラブ会長・

幹事紹介）　　　　　　　

・ガバナー挨拶、会長、幹事報告

・閉会点鐘

インターシティーミーティング　13:30 〜 15:45 

・実行委員長挨拶

・基調講演１（WAKUWAKU 栗林知絵子様）

・活動報告　（東京板橋ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）

・基調講演２（三遊亭圓窓師匠）

・閉会挨拶、次年度ホストクラブ紹介

・次年度ホストクラブ会長挨拶

11 月 6 日　第 1251 回例会報告

日　程：11 月 6 日（月）
会　場：ホテルメトロポリタン池袋

北分区　合同例会・
インターシティーミーティングへ

移動例会

出 席

会員数：48名　欠席出席免除者：3名　出席数：29名

欠席数：16 名　出席率：64.44％

10 月 25 日修正後出席率：77.78％



ニコニコＢＯＸ 36,000 円

累　　計 496,000 円

ニコニコＢＯＸ

＊市河久和様（卓話講師）

本日は職場体験・インターンシップ委員会に貴重

なお時間をいただき、ありがとうございます。宜

しくお願いいたします。

＊澤部利藏会員

誕生日祝い、ありがとうございます。

＊加藤利雄会員

家内の誕生日祝い、ありがとうございます。

＊木村敬道会員

誕生日祝い、ありがとうございます。

＊深澤壽一会員

11/9 金婚式を迎えます。夫婦共に弱い点を力を合

わせ克服して今後も元気にします。ＪＣの後輩は

ありがたいです。先週祝ってくれました。

＊松下和正会員

市河さん、今日はよろしくお願いします。楽しみ

です。深澤さん、何から何までありがとうござい

ます。

＊山田幸秀会員

誕生日祝い、ありがとう

ございます。
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出 席

会員数：48名　欠席出席免除者：2名　出席数：31名

欠席数：15 名　出席率：67.39％

10 月 18 日修正後出席率：86.67％

クラブゲスト：市河久和様（卓話講師：

 　　地区職場体験ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ委員長）

ｶﾑﾋﾟﾗｰ・ｱｲﾗﾀﾞｰさん（米山奨学生）

「内容を録音したデータが事務局にあります」

委員長
地区職場体験・インターンシップ委員会

副委員長

紹介者　小林佳俊会員

「職場体験・インターンシップの
現状と課題」

市河　久和 様
澤部　利藏 会員

卓 話

地区職場体験 ･
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ委員長
市河久和様

地区職場体験 ･
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ副委員長
澤部利藏会員

理事会報告

1．次年度理事役員候補について。

承認された。12/6の年次総会にて正式に決定する。

2．第２回クラブフォーラム（11/15）テーマ「新世

代会議について」

新世代会議について見直す、アンケートの結果

をまとめて分析する。

3．第２回クラブ協議会（11/29）テーマ「半期の振

り返りと今後」

13 時から例会場で開催して全員参加型とし、委

員長と担当理事を同一のテーブルとして、各委

員会から活動報告してもらう。

4．忘年家族会について

伊藤委員長から計画についての説明。学生によ

るダンス、アカペラの２イベントとオークショ

ンの予定。

5．意義ある業績賞について

国際友の会、職場体験発表会など申請するか検

討する。

6．移動例会（2018/01/17）・日本銀行訪問について

スケジュールについて再検討したい。

7．その他

ａ 2018 － 2019 年度　地区出向者の件

地区青少年奉仕委員長に松岡浩会員が出向する。

ｂ次回開催日時　2017 年 12 月 6 日　11:30 ～

幹事報告

1．11 月のロータリーレートは、1 ドル＝ 114 円と

なります。

2．「コーディネーターニュース」2017 年 11 月号を

テーブルに配布いたしましので、ご覧下さい。

3．来週、11月 6日（月）は、北分区合同例会･インター

シティミーティングとなります。

11：30 ～　　登録開始

11：30 ～ 12:30　会食

12：30 ～ 15：30　合同例会・IM となります。

会場は、メトロポリタン池袋

会食時間に遅れないようにお願いいたします。

尚、8 日（水）の例会は移動例会としているため、

ありません。合同例会に欠席の方は、メークアッ

プをお願いいたします。

11 月 1 日　第 1250 回例会報告



本日の例会にて、

ロータリー財団寄付 1 名 10,000 円
米山特別寄付 1 名 10,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

移動例会・職場訪問開催（日本銀行見学会）
のお知らせ

職業奉仕委員会では、下記の通り、移動例会とし

て当クラブ櫟本健夫会員の職場訪問並びに日本銀行

見学会を企画致しました。

是非ご参加のほどよろしくお願い致します。

【日時】 2018 年 1 月 17 日（水）12：30 ～　

 移動例会（例会及び職場説明、見学を含め

て 3時間程度を予定）

【場所】 日本銀行本店

 （集合は 12：15 に日本銀行北門）

【スケジュール】 （予定）

12:15
日本銀行北門に集合
（皆で揃って入行します）

12:30 例会点鐘（日本銀行会議室で食事開始）

12:40 日本銀行の紹介ビデオ鑑賞（職場説明）

13:00
見学開始（日本銀行及び貨幣博物館、
合計 1時間半を想定）

14:30
日本銀行職員によるレクチャー及び
質疑応答

15:30 解散（予定）

【備考】 日本銀行職員によるレクチャーは現在同

期の局長と交渉中。

なお、日本銀行本館が大規模耐震工事中と

のことですので、地下金庫等すべてが見れ

ないとのことにつきご了承ください。

また、セキュリティの関係上、ご都合によ

り途中退出される方はあらかじめご教示

ください。　　　　　　　　　　　　以上
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第４班 炉辺ご報告

日　　時  平成 29年 11月 2日木曜日18時 30分より

場　　所  シェンロントーキョー

出席者数  11名

絶景の夜景・絶品の中華料理・絶妙なコミュケーショ

ンにて、親睦を深める有意義なお話をたくさん伺うこ

とができました。

素敵なお時間をご一緒させて頂きまして、ありがと

うございました。

リーダー　　　渡辺　新吉

サブリーダー　飯塚　貞子 

ロータリー財団奨学生
清水さんからの 11 月動向報告書

9 月下旬に学生寮に引っ越しが完了し、勉強に集
中できる環境が整いました。ハーバード大学のある
ケンブリッジ市の美しい紅葉の見頃は過ぎ、もう冬
の足音が聞こえます。
同教育大学院を志望した理由でもある指導教官

Dryden-Peterson 准教授は、難民教育分野の第一人
者ですが、ハイレベルの授業に加え人間味溢れる人
柄で、学生からの評価も最高レベルです。難民の「人
間の顔」に迫り、当事国の教育環境、国レベルの教
育政策、他民族との関係、紛争原因・教育関与の分
析、国際機関の政策評価力を鍛え、ハーバードビジ
ネススクールのケーススタディーメソッド（難民教
育版）で他機関との合意形成の難しさを体験し、最
後の５分は先生による絵本の読み聞かせで終わると
いう、３時間盛りだくさんの授業です。 
授業風景の写真はコンセプトマップ（概念間の関

係を視覚化する技法）のお披露目会のものです。こ
の研究計画策定の授業は、博士課程の学生も履修す
るレベルで、各自の研究関心を元に、３人１組でお
互いの計画を評価し練り上げていく授業です。抽象
的な概念を視覚化し、論理的矛盾を除き妥当性を高
め、最終的に研究計画書を提出することが目的です。
私の研究内容は、レバノン・トルコ・ヨルダン在住
の大学の機会を奪われたシリア難民学生約 10 万人
に対する高等教育機関強化案という題目で、先日先
生に高い評価を頂きました。
必須科目の統計学の授業も順調で、同大学院で

教えて 30 年を超える定年退職間近の先生が担当で
す。「僕の授業はいつも人気で履修学生数も多いか
ら、教えた学生数は教育大学院で最多だと思うよ」
と飾らない笑顔で語ってくれましたが、難解な統計
用語も吟味されたわかりやすい例で解説。教授法は
お見事で、誰からも愛されている先生です。
もう一枚の写真はキャンパス内にある別名「ハ

リーポッター食堂」。ハーバード大学学部の 1 年生
しか入れない食堂で週一
回、日本語履修している
学生のお手伝いをさせて
頂いています。大学 1 年
生ですが既に３、４ヶ国
語を話す学生もいて、学
んだばかりの日本語を必
死で使おうとする真剣な
学びの姿に勇気づけられ
ています。
健康状態は良好です。

地元ロータリーの複数の
役員に連絡を入れました
が、現在連絡待ちです。


