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司会　小山  宏明 SAA
点鐘　鈴木慎二郎 会長
ロータリーソング

｢君が代」「奉仕の理想」

ソングリーダー  内田秀彰 会員

森野知良 　　　　　　出席報告

会長報告 鈴木慎二郎　会長 

　　　　　　
　

今日の花

                                              出席委員長

望月幹仁　幹事

＜花言葉＞
　　　　　　　　　　
　　感　謝

★ダイアンサス

幹事報告

会員数

本　日

前々回

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メイク
アップ

ホームクラブ

33

出席率

前回修正

33

33 26 78.79

33 25 75.76    8 1 78.79
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1.例会変更のお知らせ
2.本日、理事会開催します。

●川崎百合丘ＲＣ
　4/16(水)35周年記念例会　16：30受付
　　　　　　　　　　　 17：00式典
　　　　　 場所：ホテルモリノ新百合丘
　4/30(水)⇒27(土)繰り上げ変更

●川崎とどろきＲＣ
　4/15(月) ⇒14(日)繰り上げ変更
　　　　　 場所：熱海温泉 紀之本閣山木旅館
　4/29(月) 休会（祝日 昭和の日）
　5/ 5(月) 休会（振替休日）
●川崎中ＲＣ
　4/30(火) 休会（定款第６条 第１節により)
　5/14(火) ⇒12(日)繰り上げ変更
　　　　　 場所：箱根湯本 河鹿荘

＊週報を送ってくださったＲＣ
　　川崎中原ＲＣ　川崎北ＲＣ　川崎ＲＣ

今後の予定

◎

◎

◎

4 月11日(木) 「借金の消し方(基本編)」
                宮本欣淳 会員

4 月18日(木) 「ロータリー財団について」
　　　　　　　　地区Ｒ財団委員長 志村雄治 様

4 月18日(木) 「クラブフォーラム(全体会議)」

　

　　

委員会報告

　　　　　　
近隣ＲＣからのお知らせ

   
     

＊

1.ライオンズクラブとのお花見例会が開
　催されます。当日出席の皆さま宜しく
　お願い致します。
2.ロータリー一口メモ
　ロータリー研修委員会について

 名古　治　親睦活動委員ビジター紹介　　　　　

ロータリー米山学友

エソダバスネット様

国際ロータリー 第２５９０地区

地区国際奉仕委員会

野坂 庸介 様（横浜西ＲＣ）

鈴木慎二郎　会長 スピーカー紹介

■

■

■

武藤泰基 広報・雑誌・記録委員長
  ロータリーの友掲載記事紹介

小山宏明新世代奉仕副委員長
　学野球ご案内　4/14(日)開会式8時～宮前小学校
　4/21(日)閉会式15時～京町小学校

増田敏雄 親睦活動委員長
　4月お誕生会

　　　

 4月のお誕生会 

河口武生会員

栄居　学会員

Happy
 Birthday!



　　内田秀彰会員クラブ会報委員長

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 茶谷龍太 副会長

★本日は卓話講師のエソダ・バスネットさんと一緒に参りま
　した。何卒宜しくお願い致します。
　（国際ロータリー 第２５９０地区
 　　　　　　　　　地区国際奉仕委員会　野坂庸介 様）

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

小山会員
　エソダ・バスネットさん、本日の卓話宜
　しくお願い致します。
　先日は長男の結婚に際しクラブより過分
　なるお祝いを頂戴し何とお礼を言ったら
　良いか言葉もありません。
　有りませんから言いませんが

島田会員
　エソダ様、いらっしゃいませ。本日素晴
　らしい卓話を楽しみにしています。
　宜しくお願い致します。
　野坂様、御苦労様です。

小枝会員
　エソダ・バスネットさん、今日はよろし
　くお願いします。

武藤会員
　ネパールと日本宜しくお願いします。

河口会員
　エソダ・バスネット様、本日の卓話楽し
　みです。宜しくお願い致します。

森野会員
　エソダ・バスネット様、今日は宜しくお
　願いします。ちなみにパレールにヒマラ
　ヤというカレーレストランがありインド
　の方で流行っています。

山本会員
　小山様、先日は色々調べ教えていただき
　ありがとうございました。

増田洋一会員
　無事に入社式が終了しました。全員遅刻
　せずに出社したので良かったです。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

小峰会員
　今日は探さないで下さい。
　代わりに野口英世先生を置いていきます。

福嶋会員
　先の鳥屋尾主催ハワイアンライブ御出席の
　皆様には大変混雑の中有難う御座いました。
　鳥屋尾マスターに代わり御礼申し上げます。

増田敏雄会員
　すっかり春めいて来ましたね。７日に花見
　を予定しましたがきっと葉桜見学になりま
　すね！サクラチル！
　内田さん、先日は歯の治療お世話になりま
　した。上手でした！これからも宜しくお願
　いします。

内田会員
　花粉長なのか、風邪なのか、ものもらいで
　目が痛いのか、なんか分らないけど辛いで
　す。今日の卓話楽しみです。
　宜しくお願いします。

名古会員
　本日はとても暖かいですね！
　花粉がすごい！日曜日爆弾低気圧だそうで
　す。湾内でも船は揺れますよ！

鈴木会員
　エソダさん、本日はよくおいで下さいまし
　た。お話楽しみにしております。

望月会員
　本日は理事会です。
　エソダ様、本日は宜しくお願いします。

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　 88,109　円

本日のニコニコ　　　20,000　円

　　　累計金額 　　789,270　円

本日の卓話

ロータリー米山学友エソダ・バスネットさんに２度目の卓話にお越
しいただきました。「ナマステ」と手を合わせ挨拶をするとその言
葉に込められている意味を説明していただきました。ネパールには
世界最高峰のエベレストをはじめ山々が広がる一方、亜熱帯性気候
の地域もあり暑いところの野生動物が生息している。又、多民族国
家で食べ物や着る物、宗教など文化的な多様性を生み出しているそ
うです。ネパールの教育事情を含め留学するまでの道のり、留学し
て感じた事、様々な壁にぶつかり苦労した事などをお話いただきま
した。ロータリー米山奨学生になって経済的支援の有難さや異文化
への理解が深まり視野が大きく広がったそうです。

日本のために
できること、ネパールのためにできること。そのための架け橋とな
れるよう頑張りますとお話いただきました。

日本での家族が
増えたこともとても嬉しく感じています。これからも

 　
 ロータリー米山学友
エソダ・バスネット 様

 　
『ネパールと日本 』
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