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杉山　義郎会員

9月26日（火）
夜間オープン例会（お月見例会）
入会見込者を例会に招待する
静岡県立大学学生によるリトルワールドキャンプ
報告会、ローターアクト会員参加（青少年奉仕）

月　日

8／8

8／22

9／5

会員数

30（29）

30（29）

30（29）

出席数

23名

18名

21名

欠席数

6名

11名

8名

メークアップ

1名

－

－

改正出席率

82.76％

－

－

本日は、講師として、スリヤ・ヨハンナさんをお招きしており
ます。
お話を楽しみにしております。後程よろしくお願い致します。
今月の特別月間は「基本的教育と識字率向上とロータ

リーの友月間」です。
私達日本人にはピンと来ないのですが、世界では学校に
行けない子供が57,000人います。そして16才以上で読み
書きが出来ない人が、8億8,100万人いるそうです。
ロータリーでは、世界中の全ての子供達が、初等教育を
受けられ、子供と成人の識字率を高める為の活動を支援
しております。

当地区でも、恵まれない地域の子供達の為に教育施設
を作り、教育援助の活動をしたいと思います。
また、「ロータリーの友」は1980年7月号からRIの認可を
受け、日本のロータリアンの購読義務になっております。
2013年4月のRI規定審議会で、公式雑誌として正式に
認められ、現在では電子版も発行されております。

（第1289回例会）

出席報告

本日の例会案内
10月3日（火）
（株）アイエイアイ
宮下　剛至氏（ゲスト卓話）
（プログラム委員会）

次回のプログラム

司会進行 石垣　徳夫幹事 会長挨拶 内田　英男会長

開会点鐘 内田　英男会長

ロータリーソング 田中　尚弘会員

ビジター紹介 杉山　義郎会員

「君が代」「奉仕の理想」

ゲスト卓話
　　　　  静岡市国際交流協会

スリヤ佐野ヨハンナ雪恵様
鈴木　　弘子様

2017年9月5日  ［火］　 第1288回例会　天候：　

・本日例会後、定例役員会・理事会を開催します。
・白井幸徳会員、ベネファクター寄付。

幹事報告 石垣　徳夫幹事〈市内RC 10月例会変更〉

2日（月）

16日（月）

19日（木）

23日（月）

25日（水）

30日（月）

静　　岡

静岡中央

静 岡 東

静岡中央

静 岡 西

静　　岡

日　付 クラブ 場所／時間

中島屋グランドホテル
17：00～18：00

ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

中島屋グランドホテル
17：00～18：00

ホテルセンチュリー静岡
11：30～12：30

グランディエール ブケトーカイ
11：30～12：30

グランディエール ブケトーカイ
11：30～12：30

SHIZUOKA  NORTH  ROTARY  CLUB  WEEKLY  BULLETIN

［担当：大橋（利）］

こんにちは Moi！ → Hei！ → Päivää！ → Hyvää päivää！
さようなら Moi Moi！ → Hei Hei！ → Näkemiin！
ありがとう Kiitos

　クラブ管理運営委員会　小野田　貴委員長
・夜間オープン家族例会のご案内。

■内田　英男会長　■石垣　徳夫幹事
本日のゲストスピーカーのスリヤ・ヨハンナさん、ようこそ
いらっしゃいました。後程のフィンランドの福祉のお話、
楽しみにしております。
■石垣　徳夫幹事
自由民主党静岡県連「党員・党友の集い」が10月
27日にセンチュリーホテルにて開催されます。
是非、ご協力をお願い申し上げます。
■杉山　義郎会員
ヨハンナさん、静岡市国際交流協会の鈴木さん、本日
は卓話のこと、よろしくお願いします。
■岸　　好子会員
9月26日の夜間例会に、入会候補者をお誘い下さる
方は、岸までご一報下さい。
■戸﨑　博隆会員
大分過ごしやすくなってきました。
先月、娘と一緒にニューヨークへ行ってきました。
地下鉄に乗ったり、買い物したり、楽しく過ごせました。
滞在中、アメリカは丁度日食がありましたが、当日お昼
頃、娘が体調をくずし、残念ながら見ることはできませ
んでした。
無事に帰ってくることができました。スマイルします。

メモリアルデー
司法試験合格日／9月 9日
結婚記念日／9月23日
司法試験合格日／9月23日

北上　紘生会員
鈴木　　勉・智子さん

佐藤　裕之会員

クラブフォーラム 国際奉仕委員会

委員会報告

スマイル 北上　紘生会員

おめでとう 石垣　徳夫幹事

開会点鐘 内田　英男会長

基本教育と識字率向上月間に因んで

静岡市国際交流協会
鈴木　弘子様

スリヤ佐野ヨハンナ雪恵様

フィンランド語　ミニ講座

1.  フィンランドの偉大な大統領の名前は
次のうちどれでしょう？
A. カッコネン　B. ケッコネン　C. コッコネン

2.  フィンランド人一人あたりが世界一たくさん飲む
飲み物は何？
A. コーヒー（kahvi）　B. 牛乳（maito）　
C. 飲むヨーグルト（piimä）

3.  日本語と同じ発音の言葉ですが、意味は何でしょう？
A. kana （仮名？） B. kansa （監査？）　
C. sika （鹿？、 歯科？） D. matto （マット？）　
E. juopporatti （酔っぱらってぃ？）　
F. hana （花？、 鼻？） G. susi （寿司？）　
H. aho （アホ？） I . kasa （傘？、 嵩？）　
J. konna （こんな？）　 K. homma （本間？、 ほんま？）
L. kama （釜？、 鎌？）

4.  フィンランドでは森から誰でも取っていいものは、
どれでしょう？
A. しいたけ　B. ほとんどのお花　C. ベリー

5.  自然の中でやってはいけない事は何でしょう？
A. 氷の上を歩く　B. ツリーを切る　C. テントで寝る

6.  フィンランドの湖の数はいくつでしょう？
A. 6,000　B. 60,000　C. 600,000

7.  夏至祭に白夜の空を彩る焚き火は何と言うでしょう？
A. カッコ　B. キッコ　C. クッコ　D. ケッコ　E. コッコ

フィンランド　おもしろクイズ

フィンランド独立100周年 記念ミュージカル


