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小山宏明

会　長
鈴木慎二郎
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司会　伊藤 秀司 副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  松中秀司 会員

河口武生 　　　　　　出席報告

会長報告 鈴木慎二郎　会長 

　　　　　　
　

　

　

今日の花　

                                              出席副委員長

望月幹仁　幹事

＜花言葉＞
　　　　　　　
　乙女の純潔

★コスモス

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 2 81.82
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1.例会変更のお知らせ　　　　　
2.GSEチーム歓迎会のご案内
3.3クラブ合同夜間例会
4.川崎大師ＲＣ例会案内
　10/24(水)12：30～「不祥事はなぜ起こるか」
　元最高検察庁 公安部長　熊崎 勝彦 氏
5.神奈川ＲＣ例会案内
  10/15(月)12：30～「肺ガンと闘うために」
  山王病院　副院長 奥仲 哲弥 先生　　　　　　

1.第１グループ 青少年交換留学生受け入れ
　補助金のお願い　会員１名につき3,000円

飯坂俊弘 親睦活動委員ビジター紹介　　　　　

なし

島田 典子　様（島田会員令夫人）

●川崎稲生ＲＣ
　10/26（金）　夜間例会
●川崎百合丘ＲＣ
　11/13 （火）⇒11/9（土）変更　地区大会へ参加
　12/18 （火）⇒12/21（金）変更　年末家族会
　12/25 （火）　休会（定款細則により）
●川崎多摩ＲＣ
　10/11 （木）⇒10/8（月）変更
　　　　　　　　 川崎多摩ＲＣ40周年記念
　11/8  （木）⇒自主休会
●川崎中原ＲＣ
　10/11 （木）⇒早朝例会を昼例会へ変更
　10/18 （木）　職場訪問移動例会
　11/18 （木) ⇒11/10（土）変更　地区大会へ参加
●川崎北ＲＣ
　10/17 （水）　休会（定款細則により）
　10/31 （水）　夜間移動例会
　11/7　（水）⇒11/10(土)　地区大会へ参加
●川崎中央ＲＣ
　10/ 8 （月）　休会　（祝日）
　10/29 (月）　通常例会を夜間例会へ変更
　 　　 新会員歓迎夜間例会

＊週報を送ってくださったＲＣ
川崎南ＲＣ　新川崎ＲＣ

　　　　　　
近隣ＲＣからのお知らせ

   
     

＊

今後の予定

◎

◎

◎

10月11日(木)「クラブ国際奉仕について」
　　　　　　　 三野 公一 国際奉仕委員長
10月18日(木) 野口四郎 

               地区ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員 担当
　　　　　　　「外部卓話」
10月25日(木) 職場訪問（横須賀米軍基地見学）

               集合 8：30 さいか屋前(東京ガス側)

　　　委員会報告
■

■

■

■

■

増田敏雄　親睦活動委員長
  10/24(水)つり大会の件

武藤泰基　広報・雑誌・記録委員長
  ロータリーの友掲載記事の報告

河口武生　新世代奉仕委員長
  9/29(土)ROTEXに参加した報告

小山宏明　新世代奉仕副委員長
  9/30(日)学童野球大会の報告

名古　治　20周年記念行事実行動委員長
  実行委員会第２回目開催のご案内

鈴木慎二郎　会長 ゲ ス ト

鈴木慎二郎　会長 スピーカー紹介

米山学友（奨学の学年：2011-12年度）

バスネット エソダ 様



◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

伊藤秀司会員
　エソダ様、本日は卓話宜しくお願いします。
　昨日まで７日連続飲み会でヘロヘロです。

山本会員
　増田さん、10月8日 6：00の件、宜しくお願い致
　します。

福嶋会員
　コスモスの花咲く丘へ...。
　作詞、作曲中です。上手く出来ればと思いや。

名古会員
　やっと涼しくなって秋ですね。

飯坂会員
　皆様、光った頭にキスをすることをなんと言う
　か御存じですか。ピカチュウと言います。
　お見知りおきを。

鈴木会員
　バスネット・エソダさん、本日の卓話宜しくお
　願い致します。とても美しい日本語を話される
　ので驚きました。

望月会員
　本日、理事会です。

茶谷会員
　バスネット・エソダさん、本日は宜しくお願い
　します。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

島田会員
　今回は米山学友会理事のバスネット・エソダさ
　んをお迎えして卓話をお願いしております。
　皆様、宜しくお願い致します。

秦会員
　バスネット・エソダさん、ようこそ。
　先日の学友会総会の司会御苦労様でした。
　中々上手でした。今日は宜しくお願いします。

小山会員
　バスネット・エソダさん、ようこそいらっしゃ
　いました。
　学童野球秋季大会に御参加の皆様、ありがとう
　ございました

野口会員
　バスネットさん、本日は卓話よろしく。

武藤会員
　バスネット・エソダさん、ようこそいらっしゃ
　いました。私もネパール行きたいです。

小枝会員
　バスネット・エソダさんようこそ。
　今日はよろしくお願いします。

河口会員
　バスネット・エソダ様、本日の卓話楽しみです。
　宜しくお願いします。出来ましたら日本語で！

クラブ会報委員会　内田秀彰委員長

理事・役員・委員長　退任挨拶

　　　　　

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 茶谷龍太　副会長
東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　 38,000　円

本日のニコニコ　　　15,000　円

　　　累計金額  　 363,500　円

本日の卓話

 　
    　バスネット エソダ　様
　　　（島田精二 地区米山学友委員 担当）　

　　 　
　

『 』日本とネパールの架け橋をめざして

　　　
ネパールの紹介や教育事情（識字率は59％、中学教育出席率は男：46％
女：38％）特に女性は教育を受ける機会を得られない事が多く、働ける
場所も少ない。その中で日本への留学に至るまでの経緯や留学後の異言
語・異文化の生活は大変御苦労されたそうです。
米山奨学生になることが出来て、経済的支援はとても有難く、ロータリ
アンや学友との交流の中でも様々な

など出来ればと
お話いただきました。
素敵な民族衣装と奇麗な

経験ができたことをとても感謝して
います。学友として少しでも恩返しの気持ちや社会貢献

日本語でとても上手にお話いただきました。
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