
第２２９４回例会報告議事録
日時　２５年６月４日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	中央學院大學　大学院商学研究科・
	 商学部　教授　飯島寛一様
	 ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）

　今日は米山奨学生のバトヤさんと中央學院大学の飯島先生に来て頂いていま
す。
　今日はちょっとショックな事がありました。会社に財布を置いてきてしまいまし
た。電車を降りる時に何も持っておらず、恥ずかしい思いをしました。
　今週末の上高地の家族旅行は天候も非常によさそうなので、楽しい思い出が
出来ることと思います。
　６月１１日は休会にしたかったのですが、１１日、１８日と通常例会になります。

６月２５日が新旧交代式になります。場所は柏の中華の予定です。
　先週は柏の記念例会にご参加いただき、ありがとうございました。考えさせられる映画でした。
エネルギーのことを考えると原発というのはなくてはならないものだと思うのですが、それによって
被害を被った方達のことよく表現された映画だったと思います。
　５月１２日に流山ＲＣの５０周年記念に行って参りました。流山ＲＣの会員は現在２１名で、式典に
は１８０名余りの方が出席されていました。
　５月２１日には我孫子ライオンズクラブの４０周年記念式典に行って参りました。会員は１９名で
１００名余りの方が式典に出席されていました。こちらもアットホームな感じでした。太鼓やベリーダ
ンスのアトラクションもあり、約２時間の式典でした。
　最近、次の何か仕事に結びつかないかと市内を散策しているのですが、手賀沼の公園の角に我
孫子アロハフェスタの横断幕が我孫子ロータリークラブ寄贈と書かれて貼られていました。その横に
１０本位ののぼりがあったのですが、それはライオンズクラブ寄贈でした。色々考えられて良い広報
をされていると感じました。我孫子ロータリークラブも５０周年に向けて、よい広報を模索して行きた
いと思います。
　今日は実は結婚記念日です。３４年目になります。最近、会社を出る時に充電している携帯を忘
れたりします。指差し点検をしているのですが忘れ物が多く、ショックを受けています。

丸田会長会長挨拶

　昭和２２年６月１２日生まれの上村文明会員、昭和２３年６月６日生まれの鈴木
会員、昭和４３年６月１９日生まれの米田会員、お誕生日おめでとうございます。
上村会員は欠席されています。
　６月８、９日の天候は非常に良さそうで、きれいな上高地が見れるのではない
かと思います。旅行案内をファックス致しました。行程表に６時我孫子となって
いますが、それぞれの駅の出発時間に合わせて読み替えていただければと思い
ます。今回は駅にお集まり頂き、バスに乗る事になりました。今までより少し面

倒ですが、ご理解頂ければと思います。佐藤会員の奥様がご不幸があったため急遽欠席になりまし
た。どなたか会員の方、または奥様でご参加出来る方はご連絡ください。予算はお一人３万円です。

鈴木会員より
「あさって６５歳になりますが、喉風邪をこじらせ、声変わりになりま
した。２、３日、声が出なくなりました。声が出ないと、みんなが優
しくしてくれます。そんな経験もしながら６５歳を迎えますが、確かに
新しい情報が入って来ないです。ただ、分からなかったことが分かっ
てくるようになりました。知識とか具体的な数字ではなく、感動した
ことが心に残ります。人の心が伝わる、嬉しかったこと、悲しかった

事が鮮明に浮かび上がってきます。ロータリーも心に残る活動ができたらいいのかなと思います。あ
りがとうございました。
　今日はバトヤさんと指導教官の飯島先生がいらっしゃってくださいました。先日、バトヤさんと私

塩毛委員長親睦委員会報告

の家族と食事をしました。とても良いお嬢さんで、家内が「いい子ねー」と言っていました。これか
らもどうぞよろしくお願い致します。」

米田会員より
「誕生日のお祝いありがとうございます。４５歳になりました。学校を
卒業して父親と１０年近く一緒に仕事をやり、自分で独立をして今にな
ります。自分で商売をやるからにはと、消防団、青年会議所等、地
元の活動に積極的に参加するようになりました。私のように子どもの
頃に掃除をさぼった人間は、奉仕の時間をきちんとやるようにできて
いるのかなと感じています。皆さんに教わりながら奉仕活動を一生懸
命頑張りたいと思います。本日はどうもありがとうございました。」

１８名出席（全員で２５名）　出席率６４．０％
星野会員（代理）出席報告

ネルグ・バトヤさんに米山奨学金を授与
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　本日はお招きを預かりありがとうございました。
ネルグ・バトヤさんは僕の指導の元で大学院で研究中です。皆さま、どうぞよろ
しくご指導お願い致します。
　僕の専門は経済学です。うちの大学が大学院を作った時に、経営について
勉強することになり、コーポレート・ガバナンスについて研究するようになりまし
た。毎年モンゴルの学会とシンポジウムを開いており、モンゴルに行く機会が多
くなり、モンゴル語を習い始めました。実は、そのモンゴル語の先生がバトヤさ

んでした。大分鍛えてもらいましたが、あまり覚えておらず、申し訳ないです。バトヤさんがコーポ
レート・ガバナンスを勉強したいということで、今度は僕の元でバトヤさんが勉強することになりまし
た。
　モンゴルという国は１９９０年以降、急速な経済の発展をしています。ただ、モンゴルは日本の４
倍の国土であるにもかかわらず、人口は２８０万です。それは経済発展の点においてネックになります。
そこでコーポレート・ガバナンスの問題は非常に重要になっています。モンゴルにはそれを研究して
いる人はほとんどいません。僕はバトヤさんに、やるなら徹底してやって、専門家になりなさい、と
申し上げています。これから可能性は十分にあります。
　通常だと大学院での指導する側と指導される側という形ですが、僕とバトヤさんはちょっと違う関
係です。どうぞよろしくお願い致します。

中央学院大学　商学部教授　飯島寛一様ご挨拶

　中央学院大学大学院修学研究科２年のネルグ・バトヤと申します。
　飯島先生にとっては複雑かもしれませんが、私にとっては飯島先生はあくまで
も先生です。よろしくお願いします。
　モンゴルというと、日本の小学校で習う「スーホの白い馬」というお話しの中
のイメージである、壮大な大草原、壮大な青空が一番先に浮かんでくると思い
ます。確かにそれはモンゴルの特徴であり、魅力でもあると思います。中国とロ
シアの間にあり、総面積は１５６,４１００平方キロメートルです。

　内モンゴル、外モンゴルという呼び方を日本ではしていますが、外モンゴルという国はなく、それ
はモンゴルのことです。昔、山の表側の地域が中国に取られ、そこを内モンゴルと呼ぶようになりま
した。外モンゴルという言葉は本当はありません。
　モンゴルには都会は４つあり、２１県あります。私はドルノド県出身です。人口は約２８１万です。
言語は９５％モンゴル語です。１円は１４トゥグルグです。
　モンゴルの特徴は遊牧という二文字に象徴されます。定住せずに、家畜を連れ、牧草地を移動
する暮らしのことです。遊牧のサイクルは年に４回です。男性は放牧や食料の用意をし、女性は搾
乳や家事、その他の細かい作業をしますが、今の若い人達の中にはこういう生活を知らない人が実
は多いです。
　モンゴルは日本から飛行機で４時間半です。もしお時間がありましたら行ってみてください。
　気温は夏は４０度近く上がり、冬はー３０度以下まで下がりますが、日本と違って乾燥しています
ので、そんなに暑いとか寒いとか感じません。四季があります。春は３〜５月で風が強く、砂嵐が多
いです。夏は６〜８月で、４０度前後気温が上がりますが、乾燥しているので過ごし易いです。モン
ゴルには梅雨はありませんが、夏は雨が多いです。秋は９〜１１月で、急速な冷え込みが始まり、早
い年は９月に初雪が降る事もあります。冬は１２〜２月で、気温は極めて低いです。
　日本との時差はー１時間です。
　モンゴルについて発表することになり、どういう点を発表すればいいのかよくわからず、色々考え
ました。もし何かご希望があれば是非資料を揃えてお話しさせていただきたいと思います。一応自
分で考えているのは、次回はモンゴルの文化について、日本と同じ所、違う所などをお話ししたいと
思います。その次、食事、服などについて発表していけたらと思っております。今後もどうぞよろしく
お願い致します。

ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）モンゴルについて
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会長、幹事、星野、小池、野田、上村晃一、塩毛、米田　８名理事出席
１.		義援金２２万円の処理方法について
	 基本、我孫子市に寄付する事を決めた。ただ市に寄贈するのでは無く、布佐の地域のニーズ
	 を確認する事で一時保留とした。
２.		報告
	 村越会員より６月３０日付けの退会届けの受理を報告した。

第１２回理事会

お名前 メッセージ 金　額
井上会員 山形の幼稚園へ出張しました。 ２,０００円　
上村晃一会員 長期欠席をしました。 １,０００円　
小池会員 上村晃一会員、写真を頂きありがとうございました。 １,０００円　
塩毛会員 写真ありがとうございました。 １,０００円　
鈴木会員 誕生祝いをいただきました。 １,０００円　
星野会員 写真をありがとう。 １,０００円　
丸田会長 残り１ヶ月ガンバリます。 １,０００円　
米田会員 誕生日祝いありがとうございます。 １,０００円　

当 日 計 ９,０００円　
今期累計 ３８９,０８８円　

ニコニコＢＯＸ

・印西ＲＣより週報受理。
・６月１１日にガバナー補佐が御礼にいらっしゃいます。
・６月２５日は新旧交代式です。柏駅前の麗宮飯店にて６時半点鐘です。
　奮ってご参加ください。

松本幹事幹事報告
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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
	 メールは	 web@rotary-no-tomo.jp

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。


