
第２２９０回例会報告議事録
日時　２５年５月７日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）

２３名出席（全員で２５名）　出席率９２．６％
新井委員長出席報告

５月１０日生まれの荒井会員、お誕生日おめでとうございます。
６月の親睦旅行は総勢２４名の参加予定です。男性が１６名、奥様方が８名で
す。詳細は服部会員等と打ち合わせをして、後日お知らせ致します。

荒井会員より
「お祝い、ありがとうございます。今月で５０歳になります。５０
歳になった節目の年に、私みたいな若造の新米に幹事という
大役が来ました。次年度幹事を頑張ろうと思っています。皆様、
７月から暖かい目で見て頂ければと思います。よろしくお願いし
ます。」

塩毛委員長親睦委員会報告

　米山奨学生のネルグ・バトヤさんがいらしています。後程改めてご紹介します。
　小池会員が推薦してくださった木村隆一さんが今日から会員になってくださ
り、嬉しい気持ちです。親睦委員会に在席していただいて、来年度に向けて勉
強していただきたいと思います。
　連休中でしたが、地区協議会に多数参加していただき、ありがとうございま
した。米田年度に向けて、色々勉強させていただきました。クラブ内での編成
が整合性が欠けているようなので、みんなで考えて行けたらと思います。

　次年度の標語は「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」です。ガバナーエレクトの関口
さんは今年の得居さんと同じく弁護士をされています。関口さんはなかなかおもしろいお話しをされ
ていました。
　来週、レンゲまつりがございます。連休の間にゆうゆう公園を見て参りました。楽しい会になると
思います。ぜひご協力の程、よろしくお願い致します。

丸田会長会長挨拶

　レンゲまつりが５月１８日（土）に行われます。場所は利根川のゆうゆう公園
レンゲ畑です。今年も親子凧揚げ大会、豚汁、レンゲの蜜蜂採取、竹とんぼ
の４種類です。
組織図につきましては、昨年同様です。
大会委員長	 丸田会長、副委員長は米田次期会長、
実行委員長	 野田会員、副実行委員長は鈴木会員でよろしくお願いします。
凧揚げ大会：	委員長−野田会員、副委員長−荒井会員、
	 高島会員、牧野会員、井上会員、渡辺（元）会員、志賀会員
豚　　　汁：	委員長−小池会員、副委員長−塩毛会員、
	 松本会員、植崎会員、村越会員、高橋会員。
会　場　係：	委員長−上村文明会員、副委員長−服部会員、
	 今井会員、澁谷会員、上村晃一会員、瀧日会員、木村会員。
救　護　班：	佐藤会員、藤尾会員。
凧作り、竹とんぼ作りは１８日９時半〜１１時半に我孫子市民サブアリーナで行
います。
豚汁の準備は前日１７日（金）１３時より中峠下区公民館にて行います。
包丁とまな板を持って集まってください。テントは公園緑地課に確認します。

星野委員長社会奉仕委員会報告

　４月２９日の地区協議会に１１名の方に出席していただき、誠にありがとうご
ざいました。一生懸命話しを聞いたのですが、わからない用語もありました。
ガバナーは職業奉仕のお話しを多くされていました。帰りに印西のおそば屋さ
んに寄り、お酒をたくさん飲んでいただきました。２升６合を皆さんであけてい
ただきました。
　次年度の「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」というバッジを頂
いています。協議会に参加されなかった方に差し上げますので、事務局の方で

受け取ってください。
　地区大会のゴルフが１０月７日（月）にあります。地区大会が１１月９日（土）・１０日（日）です。
ガバナー公式訪問が次年度は１１月２６日（火）です。
　休み中も会長挨拶を考えていました。お恥ずかしい話しですが、漢字を辞書で調べたりしながら、
大変な思いをしております。最初に会長のお話しをいただいた時はやらされる感満 だ々ったのです
が、いいチャンスだと思って、勉強をさせていただければと前向きに思っております。どうぞご協力
よろしくお願い致します。

米田会長エレクト地区評議会について

木村会員より挨拶
「先日、例会に参加させて頂きましたが、今日から正式に入会させていただき
ます。１５年半前から学習塾の経営をしております。先日５月１日に松井が国民
栄誉賞を取った時に「光栄に思うのと恐縮をす
る」と話していて、松井とは比べ物になりませ
んが、そんな気持ちです。何卒ご指導いただ
ければと思います。よろしくお願い致します。」

木村会員入会式

木村会員へバッジの授与

ネルグ・バトヤさんより挨拶
「こんにちは。初めまして。中央学院大学大学院、修学部研究科２年生のネルグ・
バトヤと申します。出身はモンゴルです。日本に来て６年目になります。最初に日
本語学校で日本語を２年間勉強し、駿台電子情報専門学校でパソコン情報とＩ
Ｔ関係について勉強しました。今回、米山奨学生に選ばれ、本当に幸運に思っ
ています。ありがとうございました。ロータリー
クラブについてインターネットを通して少しだけ

理解したつもりですが、まだまだわからない事がたくさんあります。
これから一年間お世話になります。よろしくお願いします。」

ネルグ・バトヤさんへ米山奨学金授与

ネルグさんへ米山奨学金の授与
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ロータリーの友　事務局	 ホームページ	 www.rotary-no-tomo.jp
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我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

　だいぶご無沙汰しました。今、参議院選挙の準備で忙しくかけずり回ってい
る所です。選挙の話しをするのはあまり良くないかもしれませんが、日本の国をよ
くするには我 の々一票一票が大切なのではないかと思います。我が自民党は二人
両立しております。３人区で２人当選したことがありません。このジンクスを破る
為にも是非とも二人をお願いしたいと思っております。石井準一さんと八千代市長
の豊田俊郎さんです。理解していただいて、もしよければお願いしたいと思って
おります。

　圏央道が先月開通しました。千葉県に観光客が入ってきています。我が千葉県では今、九十九里
方面と南部方面が活性化がよくなっています。工業団地もできています。国内の大手企業さんたちが
来てくださっています。街の発展の為にはインフラ整備が必要だと思います。
　統括方面については、千葉柏道路を改めて事業認定をしていければと思います。街の活性化のた
めにもハードの部分が必要だと思います。森田知事は東と南の方に目が行っていますが、統括方面に
も目をむけていただいて、街の発展の為に何らかの策を講じて頂けるよう要望をさせていただきたい
と思っております。
　今日は久しぶりにお邪魔をさせていただきました。時間のある時には必ず参加させていただきます。

今井会員近況報告

・５月１８日（土）がレンゲまつりになりますので、５月１４日（火）は休会になります。
松本幹事幹事報告

１.		柏ロータリークラブ創立記念例会（５月２８日（金））への参加について
	 我孫子クラブの例会を移動例会とし参加する事を承認した。
２.		次々年度ガバナー補佐、及び５０周年実行委員長選任の件
	 次々年度ガバナー補佐候補として松本会員を承認した。
	 ５０周年実行委員長は星野会員を承認した。
３.		柏東クラブ会員増強パンフレットの件
	 同様な物の作成を来年度予算で検討する事の話が有った。

第１１回理事会

お名前 メッセージ 金　額
荒井会員 お誕生日のお祝い、ありがとうございました。 １０,０００円　
今井会員 永い間お休みしました。 １,０００円　
上村文明会員 地区大会お世話になりました。 １,０００円　
小池会員 地区大会に出席できなくて申し訳ありませんでした。 ２,０００円　

鈴木会員 奨学生のネルグ・バトヤさんのカウンセラーをさせてい
ただきます。 ２,０００円　

野田会員 地区協議会に参加できませんでした。代理出席、佐藤会
員ありがとうございます。 ２,０００円　

丸田会長 木村さん、バトヤさん、皆さんよろしくお願いします。
地区協議会参加の御礼です。 ５,０００円　

米田会員 地区協議会出席ありがとうございました。 １,０００円　
当 日 計 ２４,０００円　
今期累計 ３６１,０８８円　

ニコニコＢＯＸ


