
・点　鐘　吉島会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　小谷野職業奉仕委員長�

・卓　話　西村麗加様�

【会長報告】

　会議所ゴルフは、塩野、大崎、中里（忠）会員

と私で楽しく回らせて頂きました。

　５０周年式典実行委員会の準備会をそろそろ

発足させます。Ｓ２５年設立の川越ＲＣは来月

６０周年を地区大会と兼ねて開催。所沢は今年

５０年で、来年１月に開催。飯能は東京五輪の

Ｓ３９年創立、翌年チャーター式がありました。

Ｔ９（１９２０）年に米山梅吉翁が東京ＲＣを設立、

間もなく１００年。翁は東京・芝の生まれ。父が早

く亡くなり沼津に移り、中学を出て、４００年続

く名家・米山の婿に入ります。２０才で渡米、三

井銀行に入り、常務の時ＲＣを創立されました

（その後、三井信託初代社長）。ＲＣは１９０５年、

Ｒ財団は１９１７年の創立。今、「１００年計画」を

地区でも考えております。ここに居る方は是

非５０周年を一緒に迎えて頂きたいと思います。

　

【幹事報告】

・５／６～９バンコク国際大会に参加希望の方

　は今月中に幹事か事務局まで。�

・第５回役員会開催。前回議事録確認、１１月

　プログラム、北田会員の９月退会、第１四半

　期中間決算、飯能クラブ５０周年検討委員会

　発足、承認。１１／１１親睦ゴルフ会はＭＵ扱い、

　１１／２０地区大会会場（川越プリンス）行き

　バス南口９時出発。プロジェクター購入（１

　回使用料２万１千円／購入すれば８万円程）、

　１１／１役員会１８時開催、承認。�

・飯能市社会福祉協議会特別会費３万円、聖

　望学園創立６０周年の広告費、もみじまつ

　り協賛・後援、承認。�

・飯能商工会議所青年部「飯能路地グルメ」の

　ＰＲが次週の例会であります。

�・週報：所沢ＲＣ�

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　　大河原君

　米山功労者・第２回マルチプル・吉島一良様

に奨学会理事長・板橋敏雄様より感謝状（拍手）。

◎姉妹都市提携３０周年記念式典・記念コンサート

　　　　　　　　　　　　　　　  市川（洋）君

　飯能は１０人の理事のうちの１人。１１／３

ブレアからは十数名の方が来ます。横田基地

の音楽隊はなかなか呼べません。満足頂ける

と思いますので参加をよろしくお願いします。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

１０／４（日高）土屋（良）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・西村様ようこそ。卓話有難うございます。

　　市川（洋）君、吉島君、吉田（武）君、間邉君

　　土屋（崇）君、増島君�

・妻の誕生日、美しいお花、有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　山岸君、塩野君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　小川君�

・早退　　半田君、和泉君、小川君、大野君�

本日計１６，０００円、累計額３４８，１１２円。

◎１２日例会当番は吉田（健）会員、矢島（巌）会員です。

�

【卓　　話】

講師紹介　　　　  市川（洋）プログラム委員長

　中国・福建省出身。７年前に来日。現在は

帰化されています。「はにーず」で中国料理や

中国語の講座を担当。埼玉県内の外国人住民

に対する行政情報等の伝達やニーズの把握を

行い、地域の多文化共生を推進するボランテ

ィア、埼玉県「多文化共生キーパーソン」を委

嘱され、日中友好のために出来る限り頑張り

たいという精神で活動されています。

　中国は広いですが、９０％、ＴＶ・ラジオ・

新聞は全部、北京語が使われます。

◆まず、挨拶。　好：ニー ハオは朝晩、いつ

でも使えます。１つの漢字（下線）を１音で

発音します。�

　シィェ シィェ（ありがとう）

　　ブ コォ チ（どういたしまして）

　ドゥィ ブ チィ（ごめんなさい）

　　メィ グァヌ シィ（ドゥィ ブ チィに呼応）

　　〔「ヌ」の「ｕ」は言わない、鼻に抜ける〕

　再見：ザァィ ジィェヌ（さよなら）

◆人称代名詞は６つ。

　我：ウオ（私）

　　：ニー（あなた）　　：ニン（「　」の敬称）

　他（彼）／　（彼女）／它（人以外の“それ”等）

　　：ター

　後ろにメヌをつけると複数になります。

　ウオ メヌ（私たち）等。

◆買い物の時、役立つ言葉。

　ジェィ ゴ　ドゥォ スァゥ チィェヌ？

　（これ）　  （いくらですか？）

　零：リン

　一：イー

　二：アル（「ｕ」は言わない）

　三：サヌ　　　　　　四：スー

　五：ウー　　　　　　六：リュゥ

　七：チー　　　　　　八：バー

　九：ジュウ　　　　　十：スー

　片手で「暗号」としても使えます。

　ウー バイ バー スー クワァィ（５８０元）

　タァィ グゥィ ラ（高過ぎる）

　便宜点儿：

　ピェン イー ディェン（まけて下さい）

　　　　　★一番重要。必ず覚えましょう。

　不要：ブー ヤゥ（要らない／要りません）

　要：ヤゥ（要る）

　ウオ ヤゥ ジェィ ゴ（これを下さい）

　行：シン／好：ハオ／可以：コォ イー

　　　　　　　　（全て「オッケー」の意）

　没有：メィ ユゥ（ない）

　有：ユゥ（ある）

　まけてもらう事をしないと、損するのは自

分になってしまいます。気をつけて下さいね。

◆食べ物に関する言葉。

　マイ ダン ラウ（マクドナルド）

　ケン デ ジ（ケンタッキー）　サー ラ（サラダ）

　橙汁：チェン ズー（オレンジジュース）

　コォ レェ（コーラ）　ピー ジィウ（ビール）

　三明治：サン ミン ズー（サンドイッチ）

　ハン バオ バオ（ハンバーガー）

　ビー サ ビン（ピザ）

　

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 田辺君、高橋君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

職業奉仕月間・米山月間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

雨

※次週の例会案内は省略。

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

飯能ロータリークラブ会報

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

１１．２

中里（昌）君
中里（忠）君
［職業分類］

平成２３年１１月のプログラム
（月間テーマ　ロータリー財団月間）

２，４６３

２，４６４１１．９

前 島 君
丸 山 君
［Ｒ情報］

中 山 君
大 木 君
［プログラム］

例会取消（法定休日）

地区大会振替日

２，４６５

２，４６６１１．２３

１１．１６

２，４６７１１．３０

イニシエーションスピーチ

中山久喜会員 柏木正之会員

卓話「福島原発行動隊について」
山田泰　　　  様理事長

卓話「ロータリー財団・米山奨学の勉強会」
神田（康）委員長 吉田（健）委員長

わが業界について

（やすてる）

飯能市国際交流協会 会員 西村麗加様

すぐに役立つ中国語講座
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