
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI会長      マーク・ダニエル・マローニー 

D.2520 ガバナー 鈴木  賢 

仙台南ＲＣ会長 和田 達雄 

例 会 場  仙台国際ホテル 
例 会 日  毎木曜日 12:30～13:30 
事 務 所  〒980-0021 

仙台市青葉区中央四丁目 6－1 
         TEL．223-3652 FAX．223-3662 
ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ  sendaisr@star.ocn.ne.jp 
会 長  和田 達雄 
副 会 長  山家 雪雄、松良 千廣 
幹 事  半澤 修司 
プログラム  佐々木利晃 山下 晴輝 早坂 慎一 
情報委員会    

本日の予定 
 

社会保険労務士法人めぐみ事務所 

代表社員 大江広満会員 

「ＲＬＩ参加報告」 
 

次週（４月 9日）の予定  
 

五十嵐産婦人科医院 

院長 五十嵐章会員 

「コロナウィルス対策現状について」 
 

 
 

予 定 

 4月 9日 通常例会（12日予定の移動例会はありません） 

 4月 11日 第３回和田達夫会長杯ゴルフコンペ 

 4月 16日 夜間例会（18・19日の地区大会中止の為） 

 4月 30日 休会（クラブ定款第 6条 1-Cにより） 

 

２０１９－２０２０年度 (№.２８）第３０２５回 例会（令和２年４月２日） 

前回のゲスト（２月２７日） （敬称略） 

仙台泉 RC 米山奨学生 PANDEY SADIKSHYA 
 

 

 

週 報 

 

出席率 会員数４１名    

２月 ６日 ５４．７６％ 

２月２０日 ６６．６７％ 

２月２７日 ６６．６７％ （４月１日現在） 

 

前回のビジター（２月２７日） （敬称略） 

仙台泉ＲＣ 

（米山カウンセラー）  

時 準雄 

 

㈱東洋館 代表取締役社長 千田惠一 

 

 

 

㈱東洋館 代表取締役 千田恵一 
 

 

 

 

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額  ２０，３３０円 

今年度累計額 ４９１，３３０円 
 

 

 

お誕生日記念日おめでとうございます 

３月１０日  五十嵐 章 会員 

３月１５日  熊谷 一也 会員 

４月 ８日  岩井 美和 会員 
（休会（クラブ定款第 7 条 1-d-(3)）による繰下げ紹介） 

ご結婚記念日おめでとうございます 

３月 ６日  石井 岳朗 会員 

３月 ８日  佐藤 将太 会員 

３月２５日  三浦 一晃 会員 
（休会（クラブ定款第 7 条 1-d-(3)）による繰下げ紹介） 

 

ポール・ハリス・フェロー 
 

今回１４名が受賞しました。 

和田会長より、受賞者を代表して小松 優会員へ認証状と 

ピンを贈呈しました。 
 

☆受賞者 

堀川 順弘会員、熊谷 一也会員、茂木 宏友会員、 

小松  優会員、千葉 ミオ会員、佐藤  仁会員、 

鈴木 洋一会員、早坂 慎一会員、木坂 尚文会員、 

三浦 一晃会員、佐藤 建治会員、菱沼 清彌会員、 

佐藤 将太会員、芳賀  剛会員 

 

 

 

退 会 報 告（３月３1 日） 
  

松木 幸弘 会員  
 

＊転 勤 の 為 

 



 

 
 

 「日本での生活」  
 

仙台泉ロータリークラブ 米山奨学生 

Ｐａｎｄｅｙ Ｓａｄｉｋｓｈｙａさん
 

みなさんこんにちは。本日は仙台南ロータリーの例

会に招待していただいて本当にありがとうござい

ました。 

 

仙台泉ロータリー米山奨学生のパンデイです。4 年

まえにネパールから来ました。今日は少しお時間を

いただきましたので、私についていろいろ話させて

もらいたいと思います。 

ネパールと聞いて、ピンとこない人も多いかと思い

ます。今まで私が会った方々にも、山と雪しかない

ところかな、と思っている人が多かったです。あと

は、出身を聞かれて、ネパールと答えると、カレー

だ、という反応をする人にもたくさん会いました。

別に間違っている訳ではありませんが、ネパールに

はもっと色々面白いところがまだまだあるんです。 

 

ちなみにネパールってどこかごぞんじですか？ 

中国とインドの間には差なっている小さな国です。 

 

エベレストのように高い山もありますが、もちろん

丘のようにあまり高くない場所もあります。あと、

意外かもしれませんが、山々（してない平野（もあ

るんです。そして、これらの場所、それぞれで異な

った食べ物や服装、文化、言語があります。なので、

違う場所に住んでいる人たちは、同じネパール人で

も言葉が通じないことが普通にあって、面白いです。 

 

そんなネパールの首都である、カトマンズという街

で私は産まれ、お父さん、お母さんと、7 才離れた

弟の４人家族で暮らしていました。私が産まれた時、

両親とも今の私よりも若かった上、私が初めての子

供だったので、赤ちゃんの私は子育ての練習台にな

ってしまいました 

 

私のいとこ達はみんなアメリカやヨーロッパの大

学に留学しています。なので、私も小さい頃から留

学しようとずっと考えていました。高校の時、家族

と離れて寮生活をしながら、留学するために一生懸

命勉強しました。その時、色んな教科を勉強しまし

たが、化学の授業、「ばけがく」の方の化学の授業

だけは楽しく自主的に勉強していました。大学に入

ってからも勉強を楽しみたかったので、世界中の化

学の勉強ができる大学を調べました。アメリカやヨ

ーロッパではなく、日本に留学することを決めた理

由は、英語以外の言語や独特な文化、技術が発展し

ていて、たくさんのことを学べると考えたからです。

特に東北大学は研究に力を入れているので、東北大

に留学することを決めました。 

そして、3 年前の 9 月に来日しました。その時の気

持ちはあまり覚えていませんが、多分、これからの

４年間を想像してドキド

キワクワクしていたと思

います。 

 

半年には大学卒業する予定です。日本にきてもう４

年経つなんて信じられないです。この四年間で日本

のこと色々学ぶ機会があって楽しかったです。私の

中の３割ぐらいは日本人になったようなきがしま

す。スプンとフォークより箸がほしくなったり、ラ

ーメンを食べる時音出してすすったりご飯の後は

お茶を飲みたくなります。 

 

日本では勉学だけでなく、人として成長する機会を

得ることができました。今年の 9月に卒業しま 

すが、大学院生としてあと 2年間仙台に住むこと 

ができるようになり、とても嬉しく思っています。 

日本はとても住みやすくて楽しい国だと思います

が、私は奨学金無しでは生活できませんでした。奨

学生に選ばれて最初に、これで無事に卒業できる、

と思いました。でも、奨学生になった後、奨学金を

貰うだけでなく、他の会員たちと国際交流しながら

日本文化について深く知る機会を得ることができ

ました。 

学校では、理学部の化学科で勉強しています。今の

ところは、授業が全部終わったので、毎日研究をし

ています。 

研究テーマは有機と物理化学でわたしが今新しい

分子を合成して、それらを分析して、私たちが使っ

ているパソコンやスマホの画面に使えるかどうか

の研究です。良い結果を出すために毎日頑張ってい

ます。 

 

学校以外では新しい趣味としてダイビングを始め

ました。ネパールには海がないので、綺麗な海を見

てやってみたいなと思い始めました。あとは時間が

ある時、仙台の国際交流員として通訳や翻訳で留学

生たちをサポートするボランティアをしています。 

 

4 年前はこのようにみなさんの前で日本語で話せる

ようになるか全然考えてなかったです。もちろん、

最初は日本語が通じなかったので困ったこともた

くさんありましたが、言葉を学ぶ機会があって本当

に良かったと思います。４年間で、色々経験しなが

ら日本の生活に慣れました。今は、まだまだ日本語

を練習中ですが、日本人みたいな日本語話せる用に

なりたいなと思っています。今日は招待していただ

いて本当にありがとうございました。ご清聴ありが

とうございました。 

 

前回の例会報告 



 

 

 

 

早坂 慎一 会員 
 

新型コロナウイルスで自粛ムードの最中ですが、3 月 14 日(土)に今年 

2 回目のランニング同好会を開催しました。 

先月に続き、気温は 4℃と走るにはちょっと肌寒さはありましたが、走

って 20 分も過ぎれば汗びっしょりです。馴染みのショットバーのマス 

ターも混ざって（実は一番速い）4 人で楽しく走りました。 

今回は旧国道 48 号線から階段を駆け上がり大崎八番神社へ参拝もしま

した。トータル約 9ｋｍを 1 時間程度で走った後はサウナで汗を流して 

石井会員のお店で乾杯！懇親も深まり至福のひとときでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台泉 RC 時準雄様：当、仙台泉ロータリークラブ米山奨学生、パンディさんをお招き頂き感謝致

します。 

和田 達雄会員：先週 1 ケ月ぶりでランニング同好会で 8km 走りました。キツかった。皆に迷惑を

かけずにできました。ニコニコ。 

岩松 正記会員：結婚祝ありがとうございました。27年になります。 

半澤 修司会員：新型コロナウィルスの影響で長期不況が心配ですが、考えても仕方ないのでニコ

ニコです。 

大江 広満会員：お誕生日祝い、どうもありがとうございます。昨日、いただいたお祝いを使って、

妻と仙台なだ万で食事をさせていただきました。妻もとてもよろこんでくれました。 

堀川 順弘会員：コロナで大変ですが、こういう時こそ平常心でニコニコ。 

小松  優会員：孫がハイハイするようになってニコニコです！ 

早坂 慎一会員：先週末もランニング同好会で約 8km 走りました。少しずつダイエットもできるよ

うに頑張ります。 

木坂 尚文会員：お客様からコロナに関するご相談をうけることが増えてきました。みんなでウイ

ルスに負けず、がんばりましょう。今日もニコニコです。 

４４４月月月ロロローーータタタリリリーーーレレレーーートトト   １１＄＄==￥￥１１００８８円円   

 

４月 「母子の健康月間」 

ランニング同好会活動報告 

本 日 の M E N U ：洋食料理 
 

◇新玉ねぎのクリームスープ パゴス・デ・トラルの香り 

クリスピーベーコンを浮かべて 

◇旬魚と帆立貝のアクアパッツァ 

◇仙台いちごと蔵王クリームチーズのコンポジション 

◇コーヒー  ◇パン 


