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ロータリー：変化をもたらす

Weekly Report
2017-2018 年度
第 2516 回 例会 平成 29 年 10 月 25 日(水) 雨

会長挨拶

点鐘

ここのところ夜になりますと寒くなってまいりました。
首周りを温かくしておやすみになると、風邪予防にな
ると思います。
道灌まつり 3RC 合同キャンペーンご協力ありがとう
ございました。そして伊勢原ロータリーカフェについ
ては、子供食堂に 10 万円寄付することができること
になりました。皆様ご協力ありがとうございました。
16 日(月)出席・プログラム委員会がおこなわれ、ミニ
卓話について話し合われました。会員が会員を褒める
という卓話を行っていこうと思います。
幹事報告

井戸川 秀治会長
手に手つないで
四つのテスト(天野耕一郎会員)

ロータリーソング
司会･進行

堂前 慶之会長エレクト

米山奨学生

セーンタウィースック・ニーラナンさん

米山奨学生

ガントグトヒ・サラントヤさん

(小田原)RC)

今後の予定
11/ 1

第 2517 回

ミニ卓話

11/ 8

第 2518 回

11/15

第 2519 回

ミニ卓話
健康卓話：市川正孝君

11/22 第 2520 回
ゲスト卓話：井上元保氏
ガバナー事務所より
・地区会員増強・会員維持セミナー
「ロータリーの魅力のためのセミナー」が
配信されております。
基調講演者：星野朝子氏
日 時；2017 年 11 月 24 日(金) 15：00～17：00（開場：14：30）
場 所；鎌倉パークホテル(鎌倉市坂ノ下 33－6)
会 費；2,500 円 (※ホテル特製ケーキ・コーヒー・紅茶のサービスを含む)
会費はクラブ負担・新会員候補者は地区負担
・第 2780 会員へ トロント世界大会参加ツアーのご案内が配信されております。
・米山記念奨学会より ハイライトよねやま 211 が配信されております。
 例会変更のお知らせ
秦野 RC
11 月７日(火)
→ 11 月３日(金・祝)市民の日社会奉仕活動に振替
11 月 28 日(火) → 夜間例会 点鐘 19：00～
於：秦野商工会議所 ４F
秦野中 RC
11 月 3 日(金) → 祝日休会 市民の日(３クラブ合同奉仕)
11 月 24 日(金) → 夜間例会 (点鐘 18 : 30)
場所：秦野商工会議所 1 階
秦野名水 RC 11 月９日(木)
→ 11 月３日(金)秦野３RC 合同麻薬撲滅キャンペーンに
振替
11 月 23 日(木) → 祝日休会


スマイル報告
井戸川秀治君

外谷 正人 スマイル委員会委員長
濱田さん、毎年野球同好会への寄付ありがとうございます。又、会員の皆さん道灌まつりありが
とうございました。

〃
東

学君

セーンタウィースック・ニーラナンさん、ようこそいらっしゃいました。卓話楽しみにしています。サ
ラントヤさんようこそ。道灌まつり参加、ありがとうございました。
先日の道灌まつり 3 クラブ合同キャンペーン及び例会にご出席してくださった方々、ありがとう
ございました。ニーラナンさん、ようこそ伊勢原 RC へ。卓話よろしくお願いいたします。

堂前

慶之君

サラさん、ニーラナンさん、ようこそ。ニーラナンさん、本日は卓話よろしくお願いいたします。

東井

重和君

ニーラナンさん、卓話頑張ってください。

飯田

隆三君

米山奨学生セーンタウィースック・ニーラナンさん、本日はようこそおいでいただきました。本
日の卓話楽しみにしております。

内田

智久君

道灌まつりの際は、ロータリーカフェのお手伝いありがとうございました。イケメン店長より。

築城

忠生君

セーンタウィースック・ニーラナンさん、ようこそ。卓話よろしくお願いします。

村上

一秋君

伊勢原ロータリーカフェでは、皆様ご協力ありがとうございました。

渡邊

健樹君

関所が厳しく、素通りできませんでした。

田中

徹君

田村

貴寿君

米山奨学生ニーラナンさん、卓話よろしくお願いします。
ロータリーカフェお疲れ様でした。子供食堂の 10 万円寄付、目標達成と聞きました。おめでとう
ございます。

天野耕一郎君

ロータリーカフェお疲れ様でした。

堀口

雅巳君

先週、運転免許証の更新をしました。もちろんゴールドです。

外谷

正人君

道灌まつり参加の皆様、大変お疲れ様でした。自分は引っ越しの為参加できなかったので、スマイ
ルします。田村さん、スマイル副委員長お疲れ様でした。又お願いします。

配偶者誕生祝い

結婚祝い

萩原

庸嘉君→愛妻の誕生日お祝いいただきまして、ありがとうございます。

戸田

裕士君→10 月 20 日結婚記念日をお祝いいただき、ありがとうございます。結婚 25 年っ
てびっくりですが、これからも幸せでありたいと思います。
哲也君→13 回目の結婚記念日を迎えました。結婚のビデオでも見て新婚当時の気持ちを思
い出したいと思います。

秋山

スマン

外谷

正人君→明日の野球、仕事の為欠席させていただきます。

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

出席率(％)

前々回修正出席(％)

61

59

39

66.10

なし

事前 MUP
東
学君→クラブ管理運営委員会
社会・国際奉仕セミナー
小泉隆一郎君→職業奉仕委員会
井戸川君・東君・増田君・貝原君・土屋君
仙波君・大澤君・濵尾君→出席・プログラム委員会

委員会報告
仙波 史生 社会奉仕委員会委員長
・ふれあい授業
11 月 17 日(金) 伊勢原中学校
講師の方 12 名決定しておりますが、変更ございました際にはお願いすることがございますので、ご協力お願い
いたします。
・芝桜プロジェクト 草刈りは悪天候の為、11 月に延期いたします。
貝原 剛規 出席 プログラム委員会委員長・ゴルフ同好会幹事
・ミニ卓話について
11 月 1 日(水)から行います。名簿順に 3 分間で他の会員を紹介していきます。楽しく紹介していただきたいの
で、その方の良いところ楽しいところ、こんな面白いことがあったなど紹介してください。褒め合うことによっ
て楽しい雰囲気になっていくと思います。
・井戸川・東年度 第 2 回ゴルフコンペ
会場が決定していない為、決まりましたらお知らせいたします。

松下 孝 野球同好会監督
第 22 回 神奈川県 RC 野球大会
10 月 26 日(木) 集合 8：40 八部球場 開会式 9：00 第 1 回戦 海老名欅 RC
伊勢原市北口市営駐車場前 6:30 集合
東 学 幹事
財団寄付について
21 日 地区 社会・国際奉仕セミナーで、国連 UNHCR 協会 中村 恵様の帰省講演が行われました。中村さんは、
財団の留学生としてフランスで学ばれた事のある方です。今、国連の職員として日本人の方が 80 名いらっしゃい
ます。そのうち６名の方が、財団の補助を受けた留学生経験のある方だそうです。このように、財団寄付金は地区
の補助金だけでなく、留学生を送り出すことにも使われています。クラブの目標も達成できるよう、皆様ご協力お
願いいたします。

ニーラナンさんの紹介

ガントグトヒ・サラントヤさん (米山奨学生)

ニーラナンさんのことは、ボーと呼びます。同級生です。日本語学校に通っている時から今までずっと２年半くらい
の付き合いです。とても元気で、カワイイ子です。卓話頑張ってください。

卓話

タイ

セーンタウィースック・ニーラナンさん (小田原 RC 米山奨学生)

みなさん、こんにちは。
タイから来ました。現在小田原 RC にお世話になっています。
1）自己紹介
簡単に自己紹介をします。タイ人はみんな名前が長いのでニックネームがあります。
私のニックネームは”ボー”です。両親がつけてくれました。
私の趣味は、旅行と美術館へ行くことや音楽を聴くことです。
現在、東海大学大学院日本語学科日本語教育専攻に所属しています。
2）なぜ留学先に日本を選んだか？
米山奨学生に応募した時に作文を書きました。
抜粋ですが、小学生時代にドラえもんという漫画に出会い、自分の知らない世界へ憧れるようになり、日本に興味を
持ったのがきっかけです。日本語でドラえもんが読めるようになりたくて大学で日本語を習いました。タイでは日本
語教育が盛んになってきています。私は大学院を卒業後、タイへ戻り、日本語教育を発展させるために働きたいと思
っています。
3）日本での生活
日本に来て 3 年経ちました。毎日ほとんど大学にいます。
留学生が多くとても楽しい毎日を過ごしています。勉強だけでなく、日本国内の旅行にもよくいきます。
北海道、関西、九州へも行き、今年の夏は沖縄でダイビングしました。ソーキそばや海ぶどうが美味しかったです。
富士山にも登りました。10 時間かかりましたがご来光を見ることができ、いい経験になりました。
4）米山奨学生の活動について
クリーンキャンペーン、鎌倉児童訪問、研修旅行などに参加しました。
鎌倉ではこどもがとても元気で一緒に遊び、楽しい時間になりました。
クリーンキャンペーンでは、ゴミ拾いをしたり BBQ をしたり、他クラブとの交流もできいい時間になりました。
地区大会では、タイのお菓子やお茶を用意してサービスしました。
5）タイについて
タイと日本の距離は飛行機で 5 時間ぐらいです。
国土面積は 513,120km2 で、日本の九州の 3 倍ぐらいの大きさです。
人口は 67,176,820 人で、使用言語はタイ語と英語です。タイ語は発音も書き方も難しいです。
タイの首都はバンコクで、古いお寺がたくさんあります。
プーケットは南の島で海が綺麗です。
タイ料理でオススメなのが、カオマンガイやソムタム、トムヤムクンなどです。
どれも少し辛く、日本人の口には合わないかもしれませんが、タイ人は大好きです。
以上です。
ご清聴ありがとうござます。
例会場
例会日
事務局

FORUM246 伊勢原市石田 350 （株）アマダ内 TEL 0463-96-3711
毎週水曜日 12:30～１３:３０ （お食事は１２:００より準備いたしております）
神奈川県伊勢原市伊勢原 1-2-2 横浜銀行伊勢原支店内
TEL. 0463-92-5777
FAX. 0463-95-5313
E-mail. rc1isehara@gmail.com

