国際ロータリー第2590地区

創立1993.2.19

2015. 10. 1

川崎マリーンロータリークラブ
例 会 毎週木曜日12:30
例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)
TEL.044-222-4416
事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402
TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252
U R L:http://kawasakimarine-rc.com/
E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp

★司会 鈴木慎二郎 SAA
★点鐘 河口武生 会長
★ロータリーソング
「君が代」「奉仕の理想」

河口武生

増田洋一

本

日

前々回

親睦活動委員

副会長
安本好勝

幹 事
伊藤恒満

伊藤恒満

2015-2016年度 RI会長
Ｋ.Ｒ.ラビ ラビンドラン

幹事

● 川 崎大 師 ＲＣ
1 0/1 4（ 水） 職場訪問 移動例 会
横 浜 ﾛｲﾔﾙ ﾊ ﾟ ｰ ｸ ﾎﾃﾙ6 8階
● 川 崎中 央 ＲＣ
1 0/1 2（ 月） 休会（体 育の日 ）
1 0/2 6（ 月） 職場訪問 靖国神社
※通 常 例会後 に訪問 します
● 新 川崎 Ｒ Ｃ
1 0/2 1 (水) 職場 訪 問の 為 、移動 例会
1 1/1 1 (水)→1 4（土）地 区 大会 参 加 移動 例会

＊週報を送ってくださったＲＣ
川崎中原ＲＣ 川崎北ＲＣ 川崎ＲＣ 新川崎ＲＣ

小山宏明

出席委員長

会員数 出席率 出席者
該当者

前回修正
ホームクラブ
欠席者 出席率 メーク
アップ 出席率

33 31 25
33 31 26

6 80.65
5 83.87 0 83.87

前々回
メーク
アップ

会長報告

会 長
河口武生

＊近隣ＲＣからのお知らせ

会長

ありません

出席報告

2015～2016年度
ＲＩテーマ

ＳＡＡ
鈴木慎二郎

1.例会変更のお知らせ
3.ロータリーレート変更 10月より １ドル＝120円
4.本日、理事会があります。
5.10/10(土) 水辺の楽校ハゼ釣り教室 13-15時
6.会員バッチの落し物がありました。

【特別ビジター】
国際ロータリー 第2590地区 米山選考委員会
山内 耕三 様（川崎南ＲＣ）
【スピーカー紹介】
ロータリー米山奨学生
バッタ・バイクンタ 様
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Be a Gift tothe World
世界のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになろう

幹事報告

ソングリーダー 中條藝立 会員
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今後の予定
◎ 10月 8日(木) 「地区グローバル補助金委員長卓話」
国際ロータリー第2590地区
Ｒ財団委員会
クローバル補助金委員長 轟 淳次 様
◎ 10月15日(木) 「ＩＣＵ国際基督教大学キャンパス見学」
集 合 ： 9：30 川崎日航ホテル
解 散 ： 14：30 川崎到着予定

(敬称略)

河口武生

会長

1.ロータリー財団表彰
①ポールハリスフェロー表彰：三野会員
②
〃
+2 ：鈴木会員・武藤会員
松中会員
③
〃
+3 ：山本会員
2.西尾会員のご子息が今月ご結婚されます。
3.その他
①9/28（月）社会奉仕委員長会議参加
（茶谷会員・河口会長）
②会長幹事会参加
③10/3(土)ロータリー囲碁大会（安本会員）
④10/3(土)米山学友会
（島田会員、三野会員、西尾会員）18：30～
⑤10/3(土)ＹＥオリエンテーション
（エリアス君、河口会長）
⑥10/3(土)ＹＥオリエンテーション後、ＲＯＴＥＸへ参
加してまいります。

◎ 10月22日(木) 「鎌倉散策 夜間移動例会」
集 合 ： 8：50 サンピアンかわさき駐車場

委員会報告
■御幡幸男 親睦活動副委員長
10月のお誕生会
■山本栄次 広報・雑誌・記録委員長
雑誌ロータリーの友の掲載記事を紹介
円谷 瑛子会員 10月 2日
山崎美津夫会員 10月26日

１０月のお誕生会

Happy
Birthday!

本日の卓話

三野公一米山記念奨学事業委員長 担当

『 10月 米山月間卓話 』

ロータリー米山奨学生
バッタ・バイクンタ 様

国際ロータリー 第2590地区
米山選考委員 山内 耕三 様

本日は、ネパール出身のロータリー米山奨学生バッタ・バイクンタさんに卓話をして
いただきました。自己紹介を兼ねてバッタさんの子供時代の様子を写真を通してご
紹介していただきました。
1983年にマナカマナ村で生まれ、小学5年生まで地元の学校で学びました。
村には学校が無く、6年生からはカトマンズに出て勉強されたそうです。16歳から働き
ながら学業に励み、18歳の時に教員となり、カトマンズで大学院を卒業しました。
2009年に来日して、横浜デザイン学院に通い日本語を学びました。
2011年に神奈川大学に入学し、夜はコンビニで働きながら学業に励んだそうです。
2013年神奈川大学の博士課程に進み、現在は同大学で講師もされています。
ロータリーとの出会いは、2014年ロータリー米山奨学生の選考に合格したことが
きっかけでした。「米山奨学生となったことで経済的にも大変ありがたく、何よりも社
会奉仕についての考えを学ぶことが出来たことに感謝しています。」と話されました。
また、学友会の活動にも参加し、ロータリアンとの交流や日本の子供達との交流、
そして、他の国から来た多くの学友達と知り合えて大変勉強になったそうです。
2015年4月25日にネパールで大きな地震が発生して、甚大な被害をもたらしました。
大地震からの復興は、現在も困難な状況が続く中でロータリーで学んだ事を生かし
て、支援活動を続けているそうです。特に子供達は勉強をする場所も必要なものも
ありません。そこで、勉強する為のノートや筆記用具やパソコンを送る計画を現地と
連携して進めているそうです。
最後にバッタさんの将来の夢についてお話して下さいました。
「私には、夢が二つあります。それは大学教授になること。そしてもう一つは、ネパー
ルの子供達の為に学校を作ることです。」
「"夢はあるから見られるのでなく。夢があるから眠る事が出来ない"と言う言葉が有り
ます。夢に向かってこれからも努力して行きます。」と将来の夢を力強く語っていた
だききました。
お話しを伺って思うことは、ロータリー米山記念奨学事業がバッタさんのような素
晴らしい人材の育成に役立っていることを知り、事業の重要性を再認識致しました。
また、ネパール大地震の現状を聞き、被害を受けている方々の生活が一日も早く元
の暮らしに戻ることを心から願っています。
本日は、バッタ・バイクンタさん、地区米山選考委員の山内耕三様、貴重なお話を
ありがとうございました。

西尾会員
ご子息のご結婚
おめでとうございます

ロータリー財団
ポールハリス
フェロー表彰
PHF
：三野会員
PHF+2 ：鈴木会員
：武藤会員
：松中会員
PHF+3 ：山本会員

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ

安本好勝

副会長

東日本大震災義援金 4,000 円
累計金額
49,000 円

本日のニコニコ
累計金額

16,000 円
396,000 円

◆野口会員
◆山本会員
松中さん、福嶋さん、安本さん、過日は松井さんと の音
山内様、本日はご苦労様です。
合わせにお付き合いくださいまして有難うござ いました。 ◆伊藤秀司会員
◆増田敏雄会員
バッタ・バイクンタさん、本日の卓話宜しくお願い致 しま す。
地区米山選考委員山内様、ロータリー米山奨学生
◆松中会員
バッタ・バイクンタさん、ようこそいらっしゃいました。
オペラ歌手の松井さんとの音合わせ、野口さんの音 感 の
本日の卓話宜しくお願いいたします。
センスの良さに感心いたしました。さすがです！
◆小山会員
◆望月会員
バッタ・バイクンタさん、本日の卓話宜しくお願い致 しま
助成金（ものづくり）いただきました。ふふふ。
す。
◆増田洋一会員
◆中條会員
父が足の具合が良くなく、入院しました。
本日の卓話を楽しみにしています。
口だけは達者です。
10月6,7,8日、お店が20周年を迎えます。
◆内田会員
皆様、お時間取れたらぜひお越しくださいませ。
毎度お騒がせしております。
◆鈴木会員
逮捕されてみたいものです。
1. ロータリー米山奨学生 バッタ・バイクンタ様、
◆河口会員
地区米山選考委 員 山内耕三様、本日はようこそ マ リー
米山選考委員山内様、ロータリー米山奨学生
ンへお越しく ださいました。 卓話楽しみにしております。
バッ タ・バイクンタ様、本日は大変お忙しい中、当ク ラ ブ
2. 今晩は、爆弾低気圧が来るとの事です。
へご来訪いただき有難うございます。
早めに帰りましょう。
卓話宜しくお願い致します。
◆福嶋会員
◆安本会員
10/22の鎌倉散策の懇親例会時にはオペラ歌手 の 松 井 山内耕三地区米山選考委員様、ようこそ。
美路子様と野口四郎先生のピアノ演奏今から 楽しみに
バッタ・バイクンタ様、今日のお話を楽しみにしてい ま す。
しております。

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

