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●司 会  須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    SAASAASAASAA 

●●●●点 鐘  渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

●斉 唱 「奉仕の理想」 

平成 23年最初の信徒会館での例会です。 

‘おめでとうございます’で乾杯を行ないます。 

 

 

 

 

卓話者卓話者卓話者卓話者のののの紹介紹介紹介紹介           渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長 

第第第第 2590259025902590 地区地区地区地区    世界平和世界平和世界平和世界平和フェローシップフェローシップフェローシップフェローシップ委員長委員長委員長委員長    

大藪大藪大藪大藪    善一善一善一善一    様様様様    

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介    長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長 

川崎ＲⅭ               高橋 賢二 様 

川崎ＲⅭ                  小口 和久 様 

会長報告会長報告会長報告会長報告             渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・1月 14日(金)大師地区新年会が川崎グランドホテルにて

行われ出席して参りました。当クラブ長島亨会員が司会

を務めておられました。 

・2月 19日(土)に開催されますＩＭの出欠は本日までに幹

事へご連絡下さい。 

・２５９０地区ＲＡＣ地区代表よりお礼のお手紙が届いて

おります。 

・ロータリーは広域財団法人の認定を２２年１２月２４日

に内閣府公認で受けたと報告がありました。 

今後の詳細につきましてはその都度ご報告致します。 

・２月２７日(日)に横浜キャメロットジャパンホテルにて 

 2010年度米山奨学生終了式及び歓送会が開催されます。 

出席する方向で検討しております。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告              鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事 

・鎌倉ＲＣより岩﨑会員・横山会員がメイクした日の週報

が送られてまいりました。お二方の写真も掲載されてお

りますので回覧いたします。 

・牛山会員が 1月 20日(木)に川崎マリーンＲＣにて卓話 

を行ないます。皆様メイクし応援してください。 

・佐沼ＲＣより事務所移転及び例会場変更のお知らせがき

ておりますのでご確認下さい。 

・1 月 4 日(火)に大師駅前献血運動に参加の皆様、お疲れ

様でした。当日の報告は受付 54名、不適切 14名、献血

40名となります。ありがとうございました。 

会員入会祝会員入会祝会員入会祝会員入会祝・・・・誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝・・・・奥様誕生祝奥様誕生祝奥様誕生祝奥様誕生祝    

長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長    

入会祝入会祝入会祝入会祝いいいい                                                誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝いいいい    

荒金 眞弘会員 1994.01.12   須藤  宏会員 

大藪 善一会員  2000.01.12   倉成 保巳会員 

清水 宏明会員  2002.01.30   岩﨑  寛会員 

仲川 文則会員  2004.01.28   尾崎 昭元会員 

   谷澤 幹男会員 

奥様誕生祝奥様誕生祝奥様誕生祝奥様誕生祝いいいい    

島岡 榮基会員  奥様  克子様 

荒金 眞弘会員  奥様  法子様 

白石 浩司会員  奥様  教子様 

仲川 文則会員  奥様  正子様 

岩井 茂次会員 お母様 キヨ子様 

御手洗征郎会員  奥様  暁美様 

谷澤 幹男会員  奥様  晴美様 

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    
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例会日例会日例会日例会日：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    ＰＭＰＭＰＭＰＭ１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０～～～～    

例会場例会場例会場例会場：：：：大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館    

事務局事務局事務局事務局：〒：〒：〒：〒210210210210----0812 0812 0812 0812 神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前 1111----15151515----10101010    カーサカーサカーサカーサ石井石井石井石井 1F1F1F1F 

第１８４４回（本年度 第２５回） 例会 平成２３年１月１９日  －晴－ 
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出席報告出席報告出席報告出席報告                                                    岩﨑出席委員長岩﨑出席委員長岩﨑出席委員長岩﨑出席委員長    

メメメメイイイイクアップクアップクアップクアップ    

鈴木幹久鈴木幹久鈴木幹久鈴木幹久・・・・林鶴林鶴林鶴林鶴・・・・竹田正和竹田正和竹田正和竹田正和・・・・石川庸石川庸石川庸石川庸                        各会員各会員各会員各会員    

メイメイメイメイクアップクアップクアップクアップ    

林鶴会員林鶴会員林鶴会員林鶴会員・・・・竹中裕彦会員竹中裕彦会員竹中裕彦会員竹中裕彦会員                

12121212 月月月月    出席順位出席順位出席順位出席順位    

275% 牛山裕子 会員 

250% 武者惠吾 会員 

175% 渡辺冨士夫 会員・鈴木昇二 会員 

150% 中村眞治 会員・増田昌美 会員・横山俊夫 会員 

125% 布川二三夫・長島亨・船山昭三・島岡榮基 

鈴木幹久・野沢隆幸・竹田正和・白石浩司 

伊藤佳子・水口衛・須山文夫・小林勇次 

長倉連治           各 会 員 

ホームクラブホームクラブホームクラブホームクラブ１００１００１００１００％％％％    

布川二三夫・長島亨・船山昭三・島岡榮基・遠藤悦弘 

宮山光男・野沢隆幸・炭谷博功・中村眞治・増田昌美 

大藪善一・横山俊夫・渡辺冨士夫・布野真治・白石浩司 

岩井茂次・鈴木昇二・伊藤佳子・武者惠吾・水口衛 

須山文夫・小林勇次・牛山裕子・長倉連治・飯塚元明 

                   各 会 員 

スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート((((ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス))))伊藤佳子伊藤佳子伊藤佳子伊藤佳子    副会長副会長副会長副会長    

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ    高橋高橋高橋高橋    賢二賢二賢二賢二    様様様様    

お世話になります。 

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ    小口小口小口小口    和久和久和久和久    様様様様    

あけましておめでとうございます。 

今年も寄らせて頂きますので宜しくお願い申上げます。 

 

 

布川布川布川布川    二三夫二三夫二三夫二三夫    会員会員会員会員    

新年あけましておめでとうございます。 

遠藤遠藤遠藤遠藤    悦弘悦弘悦弘悦弘    会員会員会員会員    

明けましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願い致します。 

野沢野沢野沢野沢    隆幸隆幸隆幸隆幸    会員会員会員会員    

新年お芽出とうございます。本年のご多幸をお祈りいた

します。 

大藪大藪大藪大藪    善一善一善一善一    会員会員会員会員    

多くの方々より年賀状をいただきありがとうございま

した。 

神田神田神田神田    正彦正彦正彦正彦    会員会員会員会員    

皆さん、おめでとうございます。 

今年も宜しくお願いします。 

白石白石白石白石    浩司浩司浩司浩司    会員会員会員会員    

お世話になります。 

水口会員、お世話になりました。 

武者武者武者武者    惠吾惠吾惠吾惠吾    会員会員会員会員    

皆さん、お久し振りです。 

今年もよろしくお願い致します。 

御手洗御手洗御手洗御手洗    征郎征郎征郎征郎    会員会員会員会員    

家内の誕生日にお花を頂戴し誠にありがとうございま

した。蕾から花になるのを楽しんでいます。 

牛山牛山牛山牛山    裕子裕子裕子裕子    会員会員会員会員    

大藪委員長様、ロータリー理解月間卓話「平和フェロー」 

宜しくお願いします。 

谷澤谷澤谷澤谷澤    幹男幹男幹男幹男    会員会員会員会員    

誕生祝の花ありがとうございます。 

私より一度もあげたことがないので思わぬプレゼント

に驚きと感謝です。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

皆様新年明けましておめでとうございます。 

大藪様、卓話を楽しみにしてます。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・大師駅前献血活動に参加した皆様、お疲れ様でした。 

・大藪地区ロータリー平和フェロー委員長卓話宜しく 

お願いします。 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1842 回 64 59 41 18 69.49% 

1840 回 64 58 38 20 65.51% 

前々回の修正メイクアップ   4名 修正出席率          72.41% 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1844 回 64 58 40 18 68.96% 

1842 回 64 59 41 18 69.49% 

前々回の修正メイクアップ   2名 修正出席率          72.88% 
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竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副会長副会長副会長副会長    

・新年明けましておめでとうございます。残り半年渡辺

年度を宜しくご支援下さい。 

・大藪さん本日は卓話宜しくお願いします。 

伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    副会長副会長副会長副会長    

喪中にて昨年は皆様に大変お世話になりました。 

今年は良い年にしたいと思います。 

本本本本日日日日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

ロータリーロータリーロータリーロータリー平和平和平和平和フェローフェローフェローフェローについてについてについてについて宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします    

水口衛・鈴木幹久・長島亨・島岡榮基・横山俊夫 

船山昭三・船木幸雄・小林勇次・増田昌美・岩﨑寛 

谷澤幹男・石渡勝朗・長倉連治・石渡利治・鈴木節夫 

石川庸                  各会員 

                  合計 72,000円 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告                

フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ委員会委員会委員会委員会                    神田神田神田神田    正彦正彦正彦正彦    副委員長副委員長副委員長副委員長    

入会１年未満の新人会員と先輩方と、お食事をしながら

の交流会を開きたいと思います。新入会員はもちろん、

ロータリークラブとはどんな事をしているの？ロータ

リークラブを知らないご友人の方々に関心を持っても

らいたいと思い、是非ご一緒に誘って頂き参加して頂け

ればと思います。諸先輩方のお力を借りて、増強につな

げ、新入会員をご指導頂きたいと思います。 

日時  1 月 26 日(水) 18：30 より 

場所  ラ・チッタデッラ３Ｆ 

    イタリアンレストラン    イルピーロ 

卓話卓話卓話卓話                    

第第第第 2222590590590590 地区地区地区地区世界世界世界世界平和平和平和平和フェローシップフェローシップフェローシップフェローシップ委員長委員長委員長委員長    

大藪大藪大藪大藪    善一善一善一善一    様様様様    
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 ここここ ここここププププ ロロロロ ププププ ププププ ププププはははは、、、、 ポポポポロロロロポポポポ ・・・・ ハハハハロロロロ ハハハハ没没没没没没没没 5 0  周周周周年年年年とととと
 ロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロ財財財財財財財財ここここ教教教教教教教教教教教教ププププ ロロロロ ププププ ププププ ププププ創創創創創創創創 5 0  周周周周年年年年をををを記記記記
 念念念念しししし しししし、、、、 国国国国国国国国国国国国国国国国とととと 世世世世世世世世平平平平平平平平をををを推推推推推推推推すすすすすすすす とととと すすすすすすすす ロロロロ ロロロロロロロロ
 ロロロロ ロロロロ財財財財財財財財ここここ使使使使使使使使をををを支支支支支支支支すすすすすすすす すすすすすすすすすすすす創創創創設設設設ささささ ささささすすすす 「「「「 平平平平平平平平おおおお
 よよよよ よよよよ紛紛紛紛紛紛紛紛国国国国紛紛紛紛ここここ分分分分分分分分すすすすににににすすすす国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国ここここすすすすすすすすここここロロロロ ロロロロ
 ロロロロ ロロロロ ロロロロタタタタタタタタ ロロロロ ロロロロ 」」」」 すすすす学学学学ぶぶぶぶ、、、、 修修修修修修修修修修修修修修修修ここここ学学学学学学学学をををを支支支支支支支支すすすすすすすす
 奨奨奨奨学学学学奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨でででですすすす。。。。  ２２２２ ２２２２ ２２２２ ２２２２ 年年年年すすすす ２２２２ 期期期期学学学学がががが入入入入学学学学しししし しししし すすすすしししし すすすす。。。。
 ＲＲＲＲ ＲＲＲＲ 現現現現現現現現ここここ主主主主テテテテ ロロロロテテテテ 「「「「 ポポポポ ロロロロ ポポポポ 撲撲撲撲撲撲撲撲」」」」 、、、、 次次次次ここここ主主主主テテテテ ロロロロテテテテ でででですすすす。。。。
 次次次次年年年年奨奨奨奨ＲＲＲＲ ＲＲＲＲ 委委委委会会会会レレレレ レレレレ ・・・・ クククク ロロロロ タタタタ ククククタタタタ ハハハハ クククク ハハハハ 強強強強強強強強強強強強強強強強ここここトトトト フフフフ ププププ

  緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒ささささ ささささここここ様様様様なななな緒緒緒緒すすすす続続続続くくくく すすすすくくくくくくくく しししし すすすす活活活活活活活活活活活活をををを教教教教しししし
 すすすす教教教教教教教教ププププ ロロロロ ププププ ププププ ププププでででですすすす。。。。
 　　　　 主主主主なななな世世世世世世世世ここここ紛紛紛紛紛紛紛紛紛紛紛紛紛紛紛紛
 ・・・・ レレレレ ハハハハ ププププ イイイイ ポポポポとととと パパパパレレレレ ハハハハ パパパパパパパパ、、、、 レレレレ ププププ クククク 、、、、 アアアア フフフフ アアアアアアアア ハハハハ ロロロロ タタタタ
 ・・・・ ソソソソ テテテテ ロロロロ アアアア 、、、、 パパパパレレレレ ナナナナロロロロ アアアア等等等等ここここアアアア フフフフ ロロロロ アアアア
 ・・・・ ビビビビ ポポポポテテテテ 、、、、 北北北北北北北北北北北北

 ププププロロロロププププププププ ププププここここ目目目目教教教教 ププププロロロロププププププププ ププププここここ目目目目教教教教

 応応応応応応応応応応応応ここここ資資資資資資資資資資資資資資資資 応応応応応応応応応応応応ここここ資資資資資資資資資資資資資資資資

•  ４４４４ 年年年年奨奨奨奨ここここ川川川川学学学学をををを卒卒卒卒卒卒卒卒しししし 、、、、 優優優優優優優優なななな成成成成成成成成でででで学学学学修修修修学学学学、、、、 しししし すすすすははははまままま
 ささささすすすす相相相相相相相相すすすすすすすす学学学学学学学学をををを保保保保保保保保しししし ししししすすすすすすすす ここここ とととと

•  ２２２２ ヵヵヵヵ 国国国国国国国国国国国国国国国国ここここ言言言言国国国国、、、、 特特特特すすすす志志志志志志志志国国国国ここここ国国国国学学学学すすすす堪堪堪堪堪堪堪堪ななななここここ とととと
•  優優優優ささささすすすす指指指指指指指指指指指指をををを有有有有しししし ししししすすすすすすすす ここここ とととと
•  社社社社委委委委社社社社社社社社活活活活活活活活、、、、 学学学学卒卒卒卒、、、、 専専専専専専専専ここここ職職職職職職職職をををを通通通通じじじじ しししし 、、、、 国国国国国国国国国国国国国国国国とととと

 平平平平平平平平すすすす対対対対すすすすすすすす熱熱熱熱熱熱熱熱をををを示示示示しししし ししししすすすすすすすす ここここ とととと
•  関関関関関関関関分分分分分分分分すすすすおおおおすすすすしししし３３３３ 年年年年国国国国国国国国ここここ職職職職職職職職職職職職職職職職をををを有有有有しししし ししししすすすすすすすす ここここ とととと
•  自自自自国国国国ここここロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロ・・・・ タタタタタタタタ ロロロロ ロロロロすすすす応応応応応応応応すすすすすすすす ここここ とととと ははははでででですすすす ななななすすすす。。。。

 但但但但しししし 、、、、 ＲＲＲＲ ＲＲＲＲ 、、、、 ロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロ・・・・ タタタタタタタタ ロロロロ ロロロロすすすすはははは、、、、 日日日日日日日日日日日日でででででででで日日日日
 日日日日国国国国本本本本ここここ国国国国ここここ川川川川学学学学をををを卒卒卒卒卒卒卒卒しししし すすすす日日日日ででででででででささささくくくく応応応応応応応応でででですすすす すすすす 。。。。

•  ２２２２ アアアア 国国国国国国国国国国国国でででで２２２２ つつつつここここ紛紛紛紛地地地地をををを構構構構成成成成しししし ししししすすすすすすすす紛紛紛紛地地地地はははは、、、、 各各各各国国国国各各各各
 身身身身応応応応をををを推推推推推推推推でででですすすす すすすす 。。。。

•  ロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロ財財財財財財財財ここここ定定定定すすすすすすすす非非非非有有有有資資資資資資資資応応応応すすすす該該該該相相相相しししし ななななすすすすここここ とととと

 世世世世世世世世ここここロロロロロロロロロロロロ ロロロロロロロロ・・・・タタタタタタタタロロロロ ロロロロ 世世世世世世世世ここここロロロロロロロロロロロロ ロロロロロロロロ・・・・タタタタタタタタロロロロ ロロロロ

•     ブラッドフォードブラッドフォードブラッドフォードブラッドフォード大学大学大学大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     英国英国英国英国（（（（イングランドイングランドイングランドイングランド）、）、）、）、ウエストウエストウエストウエスト・・・・ヨークシャーヨークシャーヨークシャーヨークシャー

•     ノースカロライナノースカロライナノースカロライナノースカロライナ大学大学大学大学チャペルヒルチャペルヒルチャペルヒルチャペルヒル校校校校
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米国米国米国米国、、、、ノースカロライナノースカロライナノースカロライナノースカロライナ州州州州ダラムダラムダラムダラム、、、、チャペルヒルチャペルヒルチャペルヒルチャペルヒル

    ・・・・国際基督教大学国際基督教大学国際基督教大学国際基督教大学（ＩＣＵ）　（ＩＣＵ）　（ＩＣＵ）　（ＩＣＵ）　今年今年今年今年までにまでにまでにまでに７７７７3名受入     名受入     名受入     名受入     
            　　　　日本日本日本日本、、、、東京都三鷹市東京都三鷹市東京都三鷹市東京都三鷹市

•     クイーンズランドクイーンズランドクイーンズランドクイーンズランド大学大学大学大学
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア、、、、クイーンズランドクイーンズランドクイーンズランドクイーンズランド州州州州ブリスベーンブリスベーンブリスベーンブリスベーン

•     サルバドールサルバドールサルバドールサルバドール大学大学大学大学
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチン、、、、ブエノスアイレスブエノスアイレスブエノスアイレスブエノスアイレス

•     チュラロンコーンチュラロンコーンチュラロンコーンチュラロンコーン大学大学大学大学
　　　　　　　　(    ３３３３ヶヶヶヶ月間月間月間月間のののの短期課程短期課程短期課程短期課程））））

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイタイタイタイ、、、、バンコクバンコクバンコクバンコク

 選選選選選選選選とととと指指指指定定定定とととと入入入入学学学学入入入入入入入入 選選選選選選選選とととと指指指指定定定定とととと入入入入学学学学入入入入入入入入

•  毎毎毎毎年年年年、、、、 ７７７７ 月月月月２２２２ 日日日日をををを締締締締締締締締日日日日とととと しししし 、、、、 ６６６６ ２２２２ 名名名名しししし ででででここここロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロ世世世世世世世世
 平平平平平平平平フフフフ フフフフ ロロロロ ロロロロががががＲＲＲＲ ＲＲＲＲ でででで選選選選くくくくささささ、、、、 平平平平平平平平しししし しししし２２２２ ２２２２ 名名名名ここここフフフフ フフフフ ロロロロ ロロロロがががが
 各各各各ロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロ・・・・ タタタタタタタタ ロロロロ ロロロロ提提提提推推推推川川川川学学学学すすすす指指指指定定定定ささささ ささささしししし すすすす。。。。

•  フフフフ フフフフ ロロロロ ロロロロはははは、、、、 自自自自分分分分ここここ国国国国国国国国でででですすすす すすすすはははは永永永永永永永永永永永永ここここでででですすすす国国国国国国国国本本本本ここここ国国国国すすすす
 所所所所現現現現すすすすすすすす ロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロ・・・・ タタタタタタタタ ロロロロ ロロロロ提提提提推推推推川川川川学学学学へへへへここここ留留留留学学学学がががが指指指指定定定定ささささ ささささ
 しししし すすすす。。。。 。。。。 但但但但しししし 、、、、 日日日日日日日日ここここロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロ・・・・ タタタタタタタタ ロロロロ ロロロロ提提提提推推推推川川川川学学学学でででででででですすすす
 国国国国国国国国国国国国国国国国教教教教川川川川学学学学へへへへここここ入入入入学学学学をををを希希希希志志志志すすすすすすすす日日日日日日日日日日日日はははは除除除除すすすす しししし すすすす。。。。 。。。。

•  ロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロ世世世世世世世世平平平平平平平平フフフフ フフフフ ロロロロ ロロロロフフフフフフフフ ププププ はははは、、、、 ２２２２ 年年年年年年年年すすすすににににすすすす にににに 奨奨奨奨学学学学
 奨奨奨奨がががが支支支支支支支支ささささ ささささしししし すすすす。。。。

•  最最最最最最最最教教教教なななな入入入入学学学学入入入入入入入入はははは、、、、 提提提提推推推推川川川川学学学学ここここ判判判判判判判判すすすす任任任任ささささ ささささしししし すすすす。。。。

•  ププププ ロロロロ ププププ ププププ ププププここここ開開開開開開開開はははは、、、、 北北北北北北北北北北北北でででではははは７７７７ 月月月月、、、、 ８８８８ 月月月月、、、、 ９９９９ 月月月月でででですすすす すすすすはははは
 ２２２２ ２２２２ 月月月月、、、、 南南南南北北北北北北北北でででではははは２２２２ 月月月月しししし すすすすはははは３３３３ 月月月月とととと ななななにににに しししし すすすす。。。。

•  派派派派派派派派派派派派とととと 受受受受入入入入派派派派ここここ留留留留学学学学をををを無無無無強強強強すすすす最最最最終終終終すすすすすすすす すすすすすすすすすすすす指指指指指指指指やややや助助助助言言言言をををを
 与与与与ええええしししし くくくく ささささすすすす顧顧顧顧国国国国ロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ アアアア タタタタ 。。。。 日日日日日日日日ででででははははアアアア カカカカ タタタタ タタタタププププ ロロロロとととと 呼呼呼呼
 よよよよしししし すすすす。。。。 。。。。 がががが指指指指定定定定ささささ ささささしししし すすすす。。。。
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Building CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding Communities  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents    地域地域地域地域をををを育育育育みみみみ・・・・大陸大陸大陸大陸をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ    2010201020102010----11111111 年度年度年度年度    国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第 2590259025902590 地区地区地区地区    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロロロロロロロロロロロロ ロロロロロロロロ・・・・タタタタタタタタロロロロ ロロロロへへへへここここ支支支支支支支支 ロロロロロロロロロロロロ ロロロロロロロロ・・・・タタタタタタタタロロロロ ロロロロへへへへここここ支支支支支支支支

•  ププププ ロロロロ ププププ ププププ ププププ ここここ費費費費費費費費はははは、、、、 世世世世世世世世世世世世ここここ ロロロロ ロロロロ ロロロロ ロロロロ ロロロロ アアアア タタタタ かかかか くくくく ここここ寄寄寄寄寄寄寄寄がががが でででで しししし くくくく ささささしししし すすすす

 しししし すすすす 。。。。

 　　　　 全全全全世世世世世世世世ここここ ＤＤＤＤ ＤＤＤＤ ＤＤＤＤ よよよよ にににに ＄＄＄＄2 ,5 0 0 ,0 0 0   冠冠冠冠名名名名寄寄寄寄寄寄寄寄よよよよ にににに ＄＄＄＄4 0 0 ,0 0 0

•  日日日日日日日日でででで はははは、、、、 ２２２２ ２２２２ ２２２２ ４４４４ －－－－２２２２ ００００ 年年年年奨奨奨奨よよよよ にににに 、、、、 ロロロロ ロロロロ ロロロロ ロロロロ アアアア タタタタ 一一一一日日日日２２２２ ００００ 円円円円、、、、 合合合合合合合合でででで 約約約約

 ２２２２ ００００ ２２２２ 万万万万円円円円ここここ のののの 協協協協指指指指をををを すすすす すすすす をををを すすすす しししし おおおお にににに 、、、、 フフフフ フフフフ ロロロロ ロロロロ ここここ広広広広広広広広国国国国修修修修広広広広広広広広ここここ 職職職職費費費費等等等等

 すすすす 使使使使ににににささささしししし すすすす しししし すすすす 。。。。

•  ホホホホ ハハハハ トトトト イイイイ ロロロロ アアアア はははは 、、、、 ロロロロ ロロロロ ロロロロ ロロロロ ロロロロ ・・・・ タタタタ タタタタ ロロロロ ロロロロ ここここ所所所所現現現現すすすす すすすす 紛紛紛紛地地地地とととと まままま ここここ周周周周周周周周ここここ紛紛紛紛地地地地

 でででで 、、、、 現現現現現現現現はははは下下下下記記記記ここここ ６６６６ つつつつ ここここ紛紛紛紛地地地地がががが担担担担相相相相しししし しししし すすすす しししし すすすす 。。。。

 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ２２２２ ００００ ８８８８ ２２２２ 紛紛紛紛地地地地、、、、  ２２２２ ００００ ９９９９ ２２２２ 紛紛紛紛地地地地、、、、  ２２２２ ７７７７ ００００ ２２２２ 紛紛紛紛地地地地

 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ２２２２ ７７７７ ７７７７ ２２２２ 紛紛紛紛地地地地、、、、 ２２２２ ７７７７ ８８８８ ２２２２ 紛紛紛紛地地地地、、、、 ２２２２ ７７７７ ９９９９ ２２２２ 紛紛紛紛地地地地

•  ここここ ここここ ６６６６ 紛紛紛紛地地地地ここここ ココココ ロロロロ ココココ ココココ ココココ ロロロロ ロロロロ ロロロロ すすすす ２２２２ ７７７７ ００００ ２２２２ 紛紛紛紛地地地地ここここ 坂坂坂坂日日日日坂坂坂坂坂坂坂坂パパパパ ハハハハ トトトト アアアア パパパパパパパパ ロロロロ

 がががが ２２２２ ２２２２ ２２２２ ９９９９ －－－－２２２２ ２２２２ 年年年年奨奨奨奨よよよよ にににに 任任任任使使使使ささささ ささささしししし すすすす しししし すすすす 。。。。

•  現現現現現現現現、、、、 ホホホホ ハハハハ トトトト イイイイ ロロロロ アアアア 関関関関連連連連協協協協連連連連委委委委をををを 創創創創設設設設しししし 、、、、 ココココ ロロロロ ココココ ココココ ココココ ロロロロ ロロロロ ロロロロ がががが世世世世中中中中とととと なななな にににに

 、、、、 ホホホホ ハハハハ トトトト イイイイ ロロロロ アアアア ここここ委委委委委委委委、、、、 おおおお よよよよ よよよよ アアアア カカカカ タタタタ タタタタ ププププ ロロロロ すすすす 参参参参参参参参でででで定定定定期期期期教教教教すすすす 委委委委合合合合、、、、 タタタタ クククク

 パパパパ ロロロロ をををを 開開開開開開開開しししし しししし すすすす しししし すすすす 。。。。

　　　　　　　　

 ホホホホハハハハトトトトイイイイロロロロアアアア・・・・ココココロロロロココココココココココココロロロロロロロロロロロロ
 おおおおよよよよよよよよホホホホハハハハトトトトイイイイロロロロアアアア関関関関連連連連協協協協連連連連委委委委ここここ役役役役役役役役

 ホホホホハハハハトトトトイイイイロロロロアアアア・・・・ココココロロロロココココココココココココロロロロロロロロロロロロ
 おおおおよよよよよよよよホホホホハハハハトトトトイイイイロロロロアアアア関関関関連連連連協協協協連連連連委委委委ここここ役役役役役役役役

	  ロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロ ・・・・ タタタタタタタタ ロロロロ ロロロロ年年年年次次次次タタタタクククク パパパパロロロロすすすす協協協協指指指指
   。。。。 ＲＲＲＲ ＲＲＲＲ 、、、、がががが主主主主主主主主とととと ななななとととと しししし広広広広ななななすすすす 強強強強卒卒卒卒。。。。

	  ホホホホハハハハ トトトト イイイイ ロロロロ アアアア ・・・・ タタタタクククク パパパパロロロロここここ開開開開開開開開。。。。 ＲＲＲＲ ＲＲＲＲ よよよよ にににに ここここ指指指指定定定定。。。。

	  フフフフ フフフフ ロロロロ ロロロロ・・・・ ポポポポ ロロロロ イイイイ タタタタ テテテテロロロロフフフフオオオオ タタタタここここ開開開開開開開開。。。。 ＲＲＲＲ ＲＲＲＲ よよよよ にににに ここここ指指指指定定定定。。。。

	  アアアア カカカカ タタタタ タタタタププププ ロロロロ・・・・ ポポポポ ロロロロ イイイイ タタタタ テテテテロロロロフフフフオオオオ タタタタ ここここ開開開開開開開開。。。。 ＲＲＲＲ ＲＲＲＲ よよよよ にににに ここここ指指指指定定定定。。。。

	  まままま ここここ他他他他
 　　　　   ２２２２ 。。。。 アアアア カカカカ タタタタ タタタタ ププププ ロロロロ就就就就任任任任ここここ要要要要要要要要
 　　　　 ２２２２ 。。。。 ＲＲＲＲ ＲＲＲＲ 、、、、 ここここ ロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロタタタタ タタタタ ロロロロ ロロロロすすすす 入入入入学学学学すすすすすすすす 来来来来日日日日フフフフ フフフフ ロロロロ ロロロロ とととと ここここ クククク ロロロロ テテテテ ココココ タタタタ ププププ 
 　　　　 ３３３３ 。。。。 年年年年次次次次タタタタ クククク パパパパ ロロロロ、、、、 並並並並よよよよすすすす フフフフ フフフフ ロロロロ ロロロロ ・・・・ ポポポポ ロロロロ イイイイ タタタタ テテテテ ロロロロフフフフ オオオオ タタタタ開開開開開開開開開開開開ここここ各各各各各各各各各各各各各各各各委委委委ここここ開開開開開開開開 

 　　　　 ４４４４ 。。。。 フフフフ フフフフ ロロロロ ロロロロ 、、、、 アアアア カカカカ タタタタ タタタタ ププププ ロロロロとととと ここここ年年年年年年年年年年年年ここここ各各各各各各各各委委委委ここここ開開開開開開開開 

 　　　　 ００００ 。。。。 視視視視視視視視広広広広広広広広ここここ支支支支支支支支。。。。 毎毎毎毎年年年年、、、、 広広広広広広広広・・・・ 山山山山山山山山紛紛紛紛地地地地ここここロロロロ ロロロロ ロロロロ ロロロロ アアアア タタタタ ここここ協協協協指指指指すすすす よよよよ にににに 広広広広広広広広広広広広国国国国修修修修 

 　　　　 　　　　 　　　　 広広広広広広広広ここここ実実実実実実実実。。。。 

 　　　　 ６６６６ 。。。。 ＲＲＲＲ ＲＲＲＲ 役役役役委委委委ここここ緒緒緒緒々々々々ここここ来来来来日日日日開開開開ここここ支支支支支支支支とととと 各各各各懇懇懇懇委委委委ここここ開開開開開開開開 

  　　　　 ７７７７ 。。。。 各各各各強強強強卒卒卒卒ここここすすすす すすすすここここ予予予予予予予予委委委委連連連連・・・・ タタタタ クククク パパパパ ロロロロここここ開開開開開開開開
 　　　　 ８８８８ 。。。。 アアアア カカカカ タタタタ タタタタ ププププ ロロロロ とととと ここここ個個個個個個個個相相相相各各各各おおおお よよよよ よよよよ報報報報報報報報委委委委ここここ開開開開開開開開 

 ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロロロロロ・・・・タタタタタタタタロロロロ ロロロロ。。。。ＲＲＲＲＲＲＲＲ、、、、。。。。第第第第7 、、、、８８８８，，，，９９９９期期期期
 ２２２２００００９９９９２２２２紛紛紛紛地地地地委委委委委委委委地地地地アアアアカカカカタタタタタタタタププププ ロロロロとととと フフフフ フフフフロロロロロロロロ
 ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロロロロロ・・・・タタタタタタタタロロロロ ロロロロ。。。。ＲＲＲＲＲＲＲＲ、、、、。。。。第第第第7 、、、、８８８８，，，，９９９９期期期期

 ２２２２００００９９９９２２２２紛紛紛紛地地地地委委委委委委委委地地地地アアアアカカカカタタタタタタタタププププ ロロロロとととと フフフフ フフフフロロロロロロロロ

 　　　　 氏氏氏氏名名名名　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 所所所所所所所所　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 留留留留学学学学学学学学名名名名

 川川川川大大大大　　　　 善善善善一一一一　　　　 　　　　 川川川川川川川川川川川川川川川川 　　　　 ００００ 期期期期       Phumphat Chetiyanonth

                        。。。。 委委委委委委委委会会会会。。。。

 江江江江江江江江　　　　 武武武武坂坂坂坂 横横横横横横横横保保保保横横横横ヶヶヶヶ 谷谷谷谷　　　　 ８８８８ 期期期期       Houghton Sarah

 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 。。。。 副副副副委委委委委委委委会会会会。。。。 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　

 志志志志志志志志　　　　 坂坂坂坂雄雄雄雄　　　　 　　　　 川川川川川川川川日日日日川川川川　　　　 　　　　 　　　　 ７７７７ 期期期期 Hiratuka,Hiroshi

 柳柳柳柳下下下下　　　　 節節節節緒緒緒緒　　　　 　　　　 川川川川川川川川とととと とととと とととと すすすす 　　　　 ７７７７ 期期期期  Inthasuwan krongchai

 滝滝滝滝国国国国　　　　 洋洋洋洋学学学学　　　　 　　　　 横横横横横横横横横横横横　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ８８８８ 期期期期 Mote Katharine J

 分分分分山山山山　　　　 四四四四四四四四　　　　 　　　　 川川川川川川川川テテテテ ロロロロ ロロロロタタタタ 　　　　 ９９９９ 期期期期 Flanjgan Mark 

 川川川川分分分分　　　　 千千千千千千千千緒緒緒緒　　　　 横横横横横横横横世世世世　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ９９９９ 期期期期 Duer Mara

 　　　　　　　　　　　　紛紛紛紛地地地地委委委委委委委委ここここ役役役役役役役役 　　　　　　　　　　　　紛紛紛紛地地地地委委委委委委委委ここここ役役役役役役役役

•  ２２２２ 。。。。 、、、、 ＤＤＤＤ ）））） ）））） ）））） ）））） ）））） 。。。。 奨奨奨奨学学学学学学学学。。。。 ここここ推推推推選選選選

•  ２２２２ 。。。。 、、、、 アアアア カカカカ タタタタ タタタタププププ ロロロロＤＤＤＤ ）））） ）））） ）））） ）））） ））））がががが最最最最最最最最ここここ勉勉勉勉学学学学がががが各各各各来来来来すすすす

 　　　　 　　　　 　　　　 環環環環環環環環をををを つつつつ くくくく とととと ししししややややすすすす ここここ とととと 。。。。 。。。。 ホホホホロロロロププププハハハハ テテテテ レレレレ ははははななななすすすす。。。。

 　　　　 　　　　 特特特特すすすす優優優優優優優優なななな学学学学学学学学ででででででででにににに 、、、、 しししし かかかかでででで紛紛紛紛紛紛紛紛紛紛紛紛地地地地すすすすししししここここ職職職職職職職職をををを

 　　　　 　　　　 有有有有しししし ししししすすすすすすすす為為為為、、、、 手手手手年年年年ががががかかかかかかかかすすすす ここここ とととと ははははななななすすすす。。。。

 主主主主なななな具具具具主主主主教教教教なななな例例例例ⅰⅰⅰⅰ。。。。 、、、、 アアアア カカカカ タタタタ タタタタププププ ロロロロとととと しししし ししししここここ勉勉勉勉強強強強委委委委すすすす参参参参参参参参

 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ⅱⅱⅱⅱ。。。。 、、、、 ＤＤＤＤ ）））） ）））） ）））） ）））） ）））） とととと ここここ面面面面各各各各

 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ⅲⅲⅲⅲ。。。。 、、、、 入入入入学学学学ポポポポ ロロロロ イイイイ タタタタ テテテテ レレレレ フフフフオオオオ タタタタ すすすす参参参参参参参参

 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ⅳⅳⅳⅳ。。。。 、、、、 ２２２２ ００００ ９９９９ ２２２２ 紛紛紛紛地地地地ここここ歓歓歓歓歓歓歓歓委委委委すすすす参参参参参参参参

 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ⅴⅴⅴⅴ。。。。 、、、、 所所所所所所所所クククク ププププ クククク及及及及よよよよ紛紛紛紛地地地地川川川川委委委委へへへへここここ招招招招招招招招

 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ⅵⅵⅵⅵ。。。。 、、、、 卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒委委委委すすすす参参参参参参参参

 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ⅶⅶⅶⅶ。。。。 、、、、 ２２２２ ００００ ９９９９ ２２２２ 紛紛紛紛地地地地地地地地個個個個委委委委すすすす参参参参参参参参

 日日日日日日日日かかかかくくくく海海海海本本本本ここここロロロロロロロロロロロロ ロロロロロロロロタタタタタタタタロロロロ ロロロロへへへへ
 派派派派派派派派ささささ ささささすすすすフフフフ フフフフロロロロロロロロ学学学学学学学学

 日日日日日日日日かかかかくくくく海海海海本本本本ここここロロロロロロロロロロロロ ロロロロロロロロタタタタタタタタロロロロ ロロロロへへへへ
 派派派派派派派派ささささ ささささすすすすフフフフ フフフフロロロロロロロロ学学学学学学学学

    杉山杉山杉山杉山　　　　恵奈恵奈恵奈恵奈　　　　さんさんさんさん
 ２００２－０４
 ノースカロライナ大学チャペルヒル校

 東京、日本財団海洋グループの
 プロジェクト・コーディネーターとして
 働いています。

    小松崎小松崎小松崎小松崎　　　　利明利明利明利明　　　　さんさんさんさん
 ２００２－０４
 ブラッドフォード大学

 現在母校の国際基督教大学に戻り、
 更に研鑽を積みながら、大学の講師
 をしています。

    細井細井細井細井　　　　麻衣麻衣麻衣麻衣　　　　さんさんさんさん
 ２００３－０５

 ノースカロライナ大学チャペルヒル校
 ジュネーブにある国連難民高等
 弁務官事務所の要職について
 います。

    岸谷岸谷岸谷岸谷　　　　美穂美穂美穂美穂　　　　さんさんさんさん
 ２００３－０５
 ブラッドフォード大学

 日本のNGO 組織「Peace Winds Japan 」と共にイラクで
 の人道支援で活躍中。イラクの平和に対する活動が評
 価され、第２回中曽根康弘賞を授与されました。

    清水清水清水清水　　　　麻衣子麻衣子麻衣子麻衣子　　　　さんさんさんさん
 ２００４－０６
 クイーンズランド大学

 日本外務省に勤務。現在、東ティモー
 ルのディリにある日本大使館の調査員
 として活躍されています。

 世世世世世世世世世世世世でででで活活活活活活活活ししししししししすすすすすすすす
 ロロロロロロロロロロロロ ロロロロロロロロ世世世世世世世世平平平平平平平平フフフフ フフフフロロロロロロロロ学学学学学学学学

 世世世世世世世世世世世世でででで活活活活活活活活ししししししししすすすすすすすす
 ロロロロロロロロロロロロ ロロロロロロロロ世世世世世世世世平平平平平平平平フフフフ フフフフロロロロロロロロ学学学学学学学学

    アモルダスアモルダスアモルダスアモルダス・・・・プランチェヴィシウス プランチェヴィシウス プランチェヴィシウス プランチェヴィシウス さんさんさんさん
 （写真左） ２００２－０４　パリ政治学院

 ヴァルダス・アダムクス・リトアニア大統領
 （写真中央）の内政顧問を務めています
。

 ２００２－０４　ＩＣＵ

 マレーシア、クアラルン
 プールのアジア・アソシ
 エーション・オブ・マネー
 ジメント・オーマーガレッマーガレッマーガレッマーガレッ
    トトトト・・・・ソーソーソーソー　　　　さんさんさんさん

 オガナイゼーションで地
 域秘書官を務めていま
 す。

    ニサニサニサニサ・・・・チヤムスワンチヤムスワンチヤムスワンチヤムスワン　　　　さんさんさんさん
 ２００３－０５　ＩＣＵ

 タイ、バンコクの人権およ
 び開発のためのアジア・
 フォーラムにて警察研修プ
 ログラムの運営に関わっ
 ています。

    ローアンローアンローアンローアン・・・・グリフィングリフィングリフィングリフィン　　　　さんさんさんさん
 ２００２－０３　ＩＣＵ

 英国プリマスで地方政府
 のための英国国立修士課
 程開発プログラム経営研
 修生となり、プリマス市議
 会事務総長室を中心に都
 市再開発の問題に取り組
 んでいます。

    スティーブンスティーブンスティーブンスティーブン・・・・ホートンホートンホートンホートン　　　　さんさんさんさん
 ２００４－０６　ICU

 現在、日本に残り、上智大学関連の留学スタ
 ディー・センター(CIEE) に勤務。国内外の留学
 生に対する支援活動をしています。

清

 ２２２２ ００００ ９９９９ ２２２２ 紛紛紛紛地地地地よよよよ にににに 現現現現現現現現しししし でででですすすす ３３３３ 名名名名卒卒卒卒卒卒卒卒

 　　　　 　　　　  水水水水水水水水水水水水緒緒緒緒ささささ ささささ
 クククク  レレレレ ロロロロタタタタ イイイイププププ タタタタ イイイイ 川川川川学学学学、、、、 2004-06  年年年年。。。。 ３３３３ 期期期期学学学学。。。。

 ロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロ ・・・・ クククク ププププ クククク ：：：： 日日日日日日日日、、、、 横横横横横横横横横横横横南南南南ロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロ ・・・・ クククク ププププ クククク 。。。。 第第第第 2590  紛紛紛紛地地地地。。。。

 ロロロロ ロロロロロロロロ ロロロロ ロロロロ平平平平平平平平タタタタタタタタ ロロロロ ロロロロここここ学学学学学学学学：：：： 国国国国国国国国関関関関国国国国ここここ修修修修修修修修学学学学
 専専専専専専専専分分分分分分分分ここここ実実実実紛紛紛紛主主主主職職職職：：：： 国国国国国国国国国国国国主主主主国国国国選選選選国国国国支支支支支支支支国国国国構構構構、、、、 ハハハハ カカカカ フフフフ ロロロロココココタタタタ 、、、、 ハハハハ トトトト フフフフ クククク ホホホホポポポポププププ
 現現現現現現現現ここここ勤勤勤勤職職職職勤勤勤勤：：：： 日日日日日日日日ここここ本本本本職職職職外外外外をををを 通通通通じじじじ しししし東東東東パパパパ チチチチ ロロロロポポポポ 、、、、 ココココ ココココ ロロロロ すすすす赴赴赴赴任任任任
 簡簡簡簡簡簡簡簡なななな紹紹紹紹紹紹紹紹：：：： 赴赴赴赴任任任任相相相相赴赴赴赴ここここ清清清清水水水水ささささ ささささここここ役役役役役役役役はははは、、、、 日日日日日日日日日日日日日日日日かかかかくくくく 東東東東パパパパ チチチチ ロロロロポポポポ日日日日日日日日へへへへ選選選選
 国国国国支支支支助助助助をををを 提提提提提提提提すすすすすすすす 手手手手手手手手すすすすででででしししし すすすす 。。。。 まままま ここここ すすすす そそそそ 、、、、 日日日日日日日日日日日日日日日日ここここ果果果果すすすす すすすすたたたたすすすす 役役役役役役役役すすすす視視視視視視視視をををを 設設設設
 すすすす 、、、、 東東東東パパパパ チチチチ ロロロロポポポポここここ職職職職経経経経経経経経経経経経とととと まままま ここここ展展展展志志志志すすすす関関関関すすすすすすすす 強強強強調調調調でででで 担担担担相相相相すすすすすすすす よよよよ すすすす すすすす ななななにににに しししし しししし すすすす 。。。。
 国国国国主主主主主主主主民民民民ここここ推推推推推推推推合合合合推推推推をををを 支支支支支支支支すすすすすすすす ここここ とととと はははは、、、、 フフフフ フフフフ ロロロロ ロロロロフフフフ フフフフ ププププ 開開開開時時時時をををを 通通通通じじじじ しししし ここここ清清清清水水水水ささささ ささささここここ

 テテテテ ロロロロテテテテ ででででしししし すすすす 。。。。 実実実実紛紛紛紛国国国国修修修修でででではははは、、、、 国国国国国国国国国国国国主主主主国国国国・・・・ 選選選選国国国国支支支支支支支支国国国国国国国国所所所所。。。。 IDEA 。。。。 ここここ選選選選国国国国

 パパパパ ロロロロププププでででで実実実実実実実実すすすすすすすす 国国国国委委委委をををを 得得得得しししし しししし すすすす 。。。。 IDEA  はははは、、、、 世世世世世世世世各各各各紛紛紛紛でででで継継継継続続続続教教教教なななな国国国国主主主主主主主主民民民民をををを 支支支支

 支支支支すすすすすすすす とととと すすすす すすすす 使使使使使使使使をををを 保保保保つつつつ 、、、、 全全全全川川川川全全全全ここここ参参参参加加加加国国国国かかかかくくくく ななななすすすす 日日日日日日日日年年年年政政政政政政政政でででですすすす。。。。
 清清清清水水水水ささささ ささささはははは、、、、 東東東東パパパパ チチチチ ロロロロポポポポででででここここ駐駐駐駐現現現現期期期期年年年年をををを 利利利利費費費費しししし 、、、、 職職職職すすすす就就就就すすすすしししし すすすすななななすすすす都都都都都都都都紛紛紛紛紛紛紛紛ここここ青青青青青青青青
 年年年年ここここ社社社社委委委委教教教教社社社社合合合合すすすす関関関関すすすすすすすす ロロロロ リリリリロロロロパパパパ をををを 続続続続ににににしししし すすすす くくくく 合合合合推推推推でででですすすす。。。。

次週 2月 2日(水)例会 

第 6回 クラブ協議会 

中間決算報告 

 

クラブ会報委員会：村石庄作／水口衛／秦琢二 
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救急搬送車寄贈救急搬送車寄贈救急搬送車寄贈救急搬送車寄贈    贈呈式贈呈式贈呈式贈呈式    

 

35 周年行事でペンディングとなっていた救急搬送車を当クラブ安藤会員の紹介で 

2010-2011 川崎中ＲＣ会長 内藤幸彦様から一般財団法人 日本国際飢餓対策機構を 

紹介していただき、そこからアフリカ モザンビークへ寄贈出来ることとなり、 

平成 23 年 1 月 21 日（金）一般財団法人 日本国際飢餓対策機構からは啓発総主事 田村様、 

国内事業部 後藤様より感謝状をいただきましたのでご報告致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武者会員・安藤会員・鈴木(昇)幹事・田村総主事・渡辺会長・内藤会長・後藤様 


