
 

  

例会記録  

会員総数   45名  出席会員数  32名 

ゲスト      0名  その他        0名 

ビジター    2名  事務局       2名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名  出席率   71.11％ 

 ──────────────── 

8月6日 Make-up後の 

出席率 81.82％ 

 
    【今週の MU状況】 
  薗会員（9/1米山バスツアー） 

  浅野・須藤会員（9/6 地区 R財団委員会） 

  内田会員（9/6 地区青少年会議） 

  若林会員（9/6 神田 RC） 

 

ニコニコボックス  

結婚記念日：新保会員（15 日）薗会員（29 日） 

  澤本会員（27 日）結婚 37 年、よく持ったもの 

です。すべて家内のお陰。  

夫人誕生日：若林会員（2 日）崎山会員（23 日） 

誕生日祝い：佐藤会員（12 日） 

       中谷会員（8 日） 78才になります。 

若林会員：伊藤南山さんの入会を歓迎します。 

       皆様どうぞ宜しく。   

     

 

 

 

次回予告  

第9回例会 2018.10.1（＃2215）  

会場：舞の間 

 例会ホスト・紹介係  木寅君 

       受付係  後藤君  藤谷君 

       会費係  乳井君 

司会者   駒井君 

ソングリーダー 細谷君 

 

卓話「最新の癌治療 

～患者の立場から～」 
 

黒澤 亮平会員 

 

 

  

会長報告 

1） 西日本豪雨災害対策本部義援金は、皆様からのご寄付が５万円ございました。 

災害支援基金から５万円を加算して、10万円送金いたしました。  

御協力感謝申し上げます。 

2） 今期お二人めの新入会員です。 陶芸家の伊藤南山様 

宜しくお願い致します。 
 

幹事報告 

1）災害義援金のご協力有難うございました。 

2）9日（日）の健康ウオーキングに、ご参加下さい。 

3）前年度の業績報告書を配布いたしました。 ご参考になさってください。 

4）10月11日に第２回地区研修会がございます。 ロータリーを知るいい機会ですので、多くの皆さまに 

ご参加頂きたいとおもいます。 

5）10/22日の、中央分区ゴルフ予選会にご参加下さい。 また、KRGより、11/1の親睦ゴルフ会のご案内も 

配布いたしました。 

6）今月のガバナー月信を各テーブルに置いてございます。 ご高覧下さい。 

 

  本日の例会プログラム 

第 8回例会 2018.9.10（＃2214） 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係  時園君  会費係  須藤君 

受付係   齊藤君  福田君 

 司会者 乳井君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 保科君 

 

卓話「ANAグループの努力と挑戦」 
ANA総合研究所代表取締役副社長 河本 宏子氏 

紹介者 駒井会員 
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東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告  

第 7回例会 2018.9.3（＃2213） 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係  地引君  会費係  駒井君 

受付係   木寅君  若林君 

 司会者 乳井君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 崎山君 

 

卓話 「各委員長より活動計画発表」 
   齊藤ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・若林会員増強・地引会員選考/職業分類 

    駒井会報雑誌・澤本親睦・藤谷 R情報・後藤健康管理 

    地引 R財団・薗米山財団・保科 SAA・浅野姉妹ｸﾗﾌﾞ/IM 準備 

 

 

 

 

  2018〜19 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長   Barry  Rassin 



 
 

  
 

 

 

ネパールはこんな国 

米山奨学生 カルマチャルヤ・ナレンダラさん     

（通称ナレンさん） 
 

 

 

 

 

    ネパールの紹介 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネパールはとても小さい国で、北は中国、南はインドに囲まれています。人口は２９９６万人で日本の人口の 4 分の１、

東京の人口の３倍です。主な言語はネパール語で、それ以外に 120種類以上の言語が存在します。世界で最も高い 14

の山の中で 8 つはネパールにあり、世界に山国として知られています。ネパールの旗は世界の中でとてもユニークな旗

です。山の形を元にして作られています。旗に入っている赤色は勝利と勇気を示し、青色は平和と調和を象徴します。そ

して、月と太陽は永続性を表し、ネパールが太陽と月と同じくらい長く続くようにという希望を表しています。 

 

 

 

  

  

 ネパールの軍隊は、世界でバハドールゴルカ

リと呼ばれています。バハドールというのはネパ

ール語で「勇気がある」を意味します。そしてゴル

カリというのはネパール語で「軍隊」を意味しま

す。昔、イギリスがインドを植民地にした時にネパ

ールも植民地にしようとしたが、ネパールの軍隊

は追い出すことができました。このことから、今で

もイギリスの軍隊はネパール人の軍隊を積極的

に受け入れています。 
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ネパールでは生きている神様が存在します。その

神様はクマリと呼ばれています。クマリは女神タレ

ジュウの生きている化身です。クマリになるために

は様々な選考を経ることが重要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネパールの宗教 
 

 

ネパールは、ヒンドゥー教徒が最も多いた

めヒンドゥー国とも言われているが、非宗教国家

のため国教ではありません。ヒンドゥー教徒以外

にも仏教徒やムスリム教徒など、様々な教徒が一

緒に生活しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネパールは寒い？ 
 

 

  

 

  ネパールは寒い国だと誤

解されています。しかし、ネパ

ールでは地域によって気候が

異なります。ネパールの地域は

三つに分けられています。それ

は ヒマ ラヤ （ 15 ％ ） 、 丘陵

（68％）とテライ（17％）です。ヒ

マラヤでは一年中寒いです

が、丘陵やテライの夏は熱帯

で冬は温和です。ネパールで

は春（3〜５月）、夏（６〜８月）、



 

 

秋（9〜11 月）と冬（12〜２月）、と日本と同じように４つの季節があります。ネパールの南側にあるテライでは夏の気温が

37 度まで上がり、冬の気温は７度から 23 度の範囲です。丘陵では夏の気温は温暖であり、冬の気温は氷点下で急落

する可能性があります。ネパールの首都カトマンズの夏の気温 19〜35 度の範囲であり、冬は２〜１２度と、適切な気候

です。 

 

 

おすすめなところ 
 

ネパールでおすすめなところが、三つあります。一番目はネパールの首都カトマンズです。カトマンズは昔からのお寺や

世界遺産がたくさんある場所です。次はポカラです。ポカラでは景色がとても綺麗でヒマラヤが目の前に見えます。それ

から、最後のおすすめのところはナガルコートです。そこでは日の出がとても綺麗に見えます。 

 

 

 

2018－2019 年度 国際ロータリー第 2580 地区 

中央分区千代田 6 クラブ インターシティ・ミーティング開催のご案内 
 

 

    今期は、中央分区を 3 分割し、千代田 6 クラブでの開催となります。  

また、来年は当クラブがスポンサーをまかされており、中央分区 16 クラブ全体での開催です。 

   来年のスポンサークラブとして、準備を進めなければなりませんので、各会員には万障お繰り 

合わせの上、必ずご参加下さい。 

 

                           記 
 

日 時 ： 2018 年 11 月 15 日（木）      

14：30 ～ 登録受付開始                        場 所 ： ホテルグランドパレス 

15：00 ～ 本会議                                                 2階「ダイヤモンドルーム」 

              17：30 ～ 懇親会  

18：00       終  了                                    千代田区飯田橋 1-1-1 TEL：03－326－1111（代）             

 

テーマ ： 「ロータリーの親睦」  
 
           ☆登録料 6,000 円は会費から支出いたします。 

クラブだより  No .8 

  今後の予定 

10月 22日（月） 中央分区親睦ゴルフ予選会＠戸塚 CC 

10月 22日（月）18：00～ 姉妹クラブ締結記念例会 

                  ＠H・ﾆｭｰｵｰﾀﾆ「アザレア」 

10月 29日（月）ガバナー公式訪問日（＠シリウス） 

   理事・各委員長は 11:00集合 

（例会前、ガバナーとのクラブ協議会 ＠アリエス） 

東京麹町ロータリークラブ 
 設   立 1968 年 6 月 17 日 〒102-0093 

 例 会 日 月曜日 12：30 千代田区平河町 1-3-8 

 例 会 場 ホテル･ニューオータニ       平河町プラザ 204 号 

  TEL:03-3263-9220       

 会   長 新保 雅敏 FAX:03-3263-9122 

 幹   事 飯嶋 一晃 e-mail office@koujimachi-rc.jp 

 会報委員長 駒井 愼二 URL：www.koujimachi-rc.jp 


