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世界へのプレゼントになろう

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊会員誕生日
　壽永純昭君（14日）
　栗原良幸君（19日）

＊結婚記念日
　石村哲也君（13日）

＊入会記念日
　具島健太郎君（H25.10.15）

点鐘　…会田義明会長

斉唱　…君が代・厚木RCの歌

ゲスト紹介

彭
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　奕
イシ ン

禛君（米山奨学生）

ビジター紹介

大川　浩様（東京羽田RC）

小林　良様（かながわ2780ロータリーEクラブ）

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・「職業奉仕月刊」卓話者派遣について
・クラブ研修リーダーセミナー開催のご案内
11月18日（水）14:00 ～藤沢商工会館ミナパーク

・2018-2019年度ガバナーノミニー選出の件
・2014-15年度地区資金会計報告送付の件
◎厚木市制60周年記念事業実行委員会　より
・「大相撲厚木場所」開催祝賀会について（ご案内）
◎厚木市危機管理部セーフコミュニティ推進課より
・セーフコミュニティ―再認証式典・祝賀会のご
案内

幹事報告

◎例会変更
・海老名ＲＣ
10月12日（月）→法定休日につき休会
10月26日（月）→10月25日（日）移動例会
えびな健康マラソン

第2672回例会（10月6日）☆司会　鈴木茂男 副SAA

今日の例会（2015 年 10 月 13 日）

「ガバナー公式訪問」
担当：会田義明会長

次回の例会（2015 年 10 月 20 日）

「昼夜間人口比率にみる厚木市の特徴」
担当：恵津晴夫君

講師：(株)浜銀総合研究所	本城直樹様



場所：海老名駅西口中心広場
集合時間：午前6時30分

11月2日（月）→休会（定款第6条第1節（C）による）
10月12日（月）→法定休日につき休会

◎週報
・座間RC

理事役員会 議事録

日　時：10月6日（火）　13：40 ～ 14：15
会　場：厚木商工会議所　408号室

1．会長挨拶	 会田義明	会長

2．例会行事
10月度例会
13日（火）	 ガバナー公式訪問	 会　長
20日（火）	 卓　話	 恵津晴夫	会員
27日（火）	 職業奉仕・親睦活動合同例会（移動例会）＊点鐘3階中会議室
	 職業奉仕委員長　常磐重雄	会員
	 親睦活動委員長　森住　等	会員
11月度例会
3日（火）	 休　会
10日（火）	 ロータリー財団月間	 Ｒ財団委員長　前島憲司	会員
17日（火）	 認定状伝達記念例会（移動例会）	 会　長
24日（火）	 卓　話	 小野　修	会員

3．議題
　①例会行事について
　②9月12日第3回会長幹事会報告	 会　長
　③ガバナー公式訪問・懇談会	 会　長
　④地区大会　於：茅ヶ崎市民文化会館	 会　長
　⑤職業奉仕・親睦活動合同例会（移動例会）
　⑥その他　テーブル会議スケジュール確認

スマイル

大川　浩様（東京羽田RC）
本年度もお世話になります。御クラブのご繁栄を祈
り上げています。

会田義明会長
東京羽田RC大川様、かながわ2780ロータリー Eク
ラブ小林良様、本日は厚木クラブの例会へようこそ
おいで下さいました。また、小林良様ロータリーEク
ラブの入会おめでとうございます。時間の許す限り
ゆっくりとお過ごし下さい。そして、本日は彭君の卓
話ですね。これまでに学んだこと、体験したことの話
しを聞かせていただけることを楽しみにしていま
す。よろしくお願いします。

西嶌洋一君
本日は米山留学生の彭

ホウ

　奕
イシ ン

禛君に卓話をお願いしま
した。エールを送る意味でスマイルします。良君10月
1日のゴルフコンペ、また優勝おめでとう！

國方達央君
小林良君、ようこそいらっしゃいました。ロータリー
Eクラブの入会、おめでとうございます。

黄金井康巳君
遅刻いたしました。昨日、北里大学特別名誉教授の木
村先生がノーベル賞を受賞されましたのでスマイル
いたします。今年は、北里研究所創立100周年、北里大
学創立50周年の記念の年で、大変に嬉しいニュース



卓話「日本の留学生活・学業について」

担当：西嶌洋一君
講師：彭

ホウ

　奕
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禛君

です。昨晩より、北里大学のHPは炎上して開けませ
ん。

壽永純昭君
厚木RC四代目の可能性を秘めた小林さんのEクラブ
入会を心より歓迎します。曽祖父、祖父、父の足跡を
たどってください。将来はぜひ厚木RCへ！

小林　透君
この度は息子の良が、かながわ2780ロータリーEク
ラブに入会いたしました。祖父・父・私・息子と4代
に渡りロータリークラブでお世話になります。将来
は厚木クラブに入会させていただけるように勉強さ
せますのでよろしくお願い致します。

小林　良君
この度、かながわ2780ロータリーEクラブに入会さ
せていただきました。今後ともよろしくお願い致し
ます。あと10月1日に開催された厚木3RC親睦ゴルフ
コンペに出場させて頂き、優勝することができまし
たのでスマイルします。

米山尚登君
長い間欠席してしまいすみません。

前田賢一君
昨日朝、高校3年生の次男が、学校が休みだから教習
所に申し込みたいと突然言い出し、あわてて本多会
員に連絡しましたところ、心良く受付をして頂き、ご
配慮まで頂きまして本当にありがとうございまし
た。コースの施設をこわさないよう心配ですが、よろ
しくお願いします。

前田賢一君
良君、ロータリーへようこそ。すこしびっくりしまし
た。アメリカへ旅立つにあたり心より健闘を祈りま
す。

滝澤　勇君
海外旅行のため、今日と来週の例会を欠席させてい
ただきます。理事会も欠席で申し訳ございません。今
年は10日間の予定でドイツに行きます。

和田勝美君
米山奨学生ホウイシン君、本日の卓話よろしくお願
いします。就職も正式に決まったそうです。おめでと
うございます。

青山泰秀君
忘れていました。27回目の結婚記念でした。ありが
とうございました。

市井雄二君
本日、仕事の都合により欠席とさせていただきます。
申し訳ございません。

具島健太郎君
所用により早退いたします。

井上　聡君
本日、業務の都合で早退させて頂きます。

今日のお花

ざくろ（壽永純昭君）
花梨（石村哲也君）



日本での留学生活、学業について

厚木RC

彭 奕禛

来日の理由

• 親戚の子が海外へ留学をし、私の両親も
勧められまして、昔から日本のアニメや
ゲームに触れて、日本に好意を持ってい
る私は留学でしたら、好感がある日本で
したらと、日本留学を決めました。

←好きな日本車

東京の１：１ガンダムモデル
→

神奈川工科大学 別科

↑別科の旅行写真
交流パーデイーの写真→

研究室紹介

• 主な研究テーマ

• バイオ燃料用植物の栽培

• 実用型一人乗り燃料電池自動車の開発

• 競技用エコランカーの開発および競技会出場

去年参加大会

• World Green Challenge 概要

• 1993年から秋田県大潟村で開催されている歴史ある競技会です．

• 第一回大会は大潟村の公道を使用して行われました．毎年7月下旬もしくは8月上旬に開催されます．

• ソーラーカー部門，燃料電池車部門，グリーンフリート部門の3部門に分かれています．

• 競技会は3日間（合計24時間）の走行距離を競います．

• グリーンフリート部門では技術プレゼンポイントや周回数を予想するラリーポイントも加算され，

• 「走行距離＋プレゼンポイント＋ラリーポイント」を合計した総合ポイントで競います．

自己紹介

名前: 彭 奕禛 （ホウ イシン）

出身: 中国の上海

学校: 神奈川工科大学 創造工学部

自動車システム開発工学科

所属クラブ: 厚木RC

趣味：スキー 読書 ブラモデル

特技：楽器のチューバ

日本での生活

• 最初の頃は主に日本生活を慣れ
ながら、アルバイトで自分の生
活費を稼ぎました。

• ある程度慣れてから、近くの旅
行ポイントを回すなど、異文化
を体験しました。

初めての大雪で 見ず知らずの人と一緒に作った
雪だるま →

自動車システム開発工学科

• 自動車開発の面白さを余すことなく学ぶとともに、実践的な授業を通
して、自動車を題材とした複雑な工業製品を開発する能力を養成しま
す。

３年生プロジェクト授業の集合写真

先輩たちが作った車両

今年の参加大会

• World EconoMove 概要

• 1995年に秋田県大潟村スポーツラインにて第1回大会が開催されている歴史
あるエコラン競技会で開催は毎年5月上旬です．

• 大会側から支給された水素ボンベまたはバッテリーを使用して 2時間のレー
ス時間内に走る距離を競う省エネルギーレースです．

• 競技自体の面白さや近年のエコ志向もあり，注目されています．



出席報告　＜会員 41 名、出席対象 38 名＞

9 月 15 日例会　　確定出席率 94.29％ 10 月 6 日例会　　出席 31 名　欠席 7名　出席率 81.58％
＜事後メイク＞
　前島憲司君	（9月9日／厚木中RC）

＜事前メイク＞
　滝澤　勇君	（10月2日／厚木県央RC）
＜欠席＞
　市井雄二君・髙橋伸一郎君・前島憲司君・小山賢司君
　丸田隆弘君・三宅壯平君

←大会中の写真

↓最後の集合写真 将来の夢

• 今自動車の部品メーカーに就職が決まり、これから自動車の部品を設
計開発をして、日本人も驚かせたるいい部品を作りたいと思います。

• また自分が開発した部品が搭載している車を買い、友達に自慢したい
と考えています。

• そして設計開発の経験を持ちながら、国と国の間の技術交流に貢献し
たいと思います。


