
２０名出席（全員で２４名）　出席率８３.３％　
欠席の場合は、私の携帯の方に連絡をいただければと思います。

塩毛委員長出席報告第２２９８回例会報告議事録
日時　２５年７月２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：	１０分区ガバナー補佐　風澤俊夫様
	 １０分区ガバナー補佐幹事　中山浩一様
	 ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）

　今年度、第４８代会長を仰せつかりました米田と申します。１年間、よろしく
お願いします。前で何度かお話しをさせて頂いて、段々 慣れてきたかなと思って
いたのですが、第１回目となると緊張しております。
　ガバナー補佐の風澤様、ガバナー補佐幹事の中山様、米山奨学生のネルグ・
バトヤさん、今日はお越しいただきありがとうございます。
　先週、無事新旧交代式を終えました。２４名でスタートです。一年かけて勉
強して、ロータリーを楽しんでいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお

願いします。
　本日、誕生のお祝いがありますが、先週、ロータリーでお誕生日を祝って頂き、会社に戻ると、
初めて従業員の方に時計を頂き非常に感動しました。まだまだ鼻水たれ小僧の４５歳ですが、皆様
方先輩を見習って頑張っていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。活動計画書は出
来れば来週にお配りしたいと思います。

米田会長会長挨拶

　今年度ガバナー補佐をやらせていただく柏ＲＣの風澤と申します。中山補佐幹
事と二人で組んでやらせていただきます。例年通り、ＩＭ、地区大会、研究会
等の活動が年間を通して色 あ々りますので、ご協力いただければと思います。よ
ろしくお願い致します。

第１０分区ガバナー補佐　風澤俊夫様ご挨拶

　一年間、ガバナー補佐幹事を勤めさせて頂きます。年に３、４度お会いする
機会があると思います。どうぞよろしくお願い致します。

第１０分区ガバナー補佐幹事　中山浩一様ご挨拶

・７月のロータリーレート　１ドル＝９９円
・７月２日号の週報に誤りがありました。ニコニコボックスの最後の欄は植崎会員のご子息より「お見
舞いを頂きありがとうございました」の謝りでした。

会員の近況
　先日の最終例会の後に階段を歩くと息苦しいという事で、タクシーでご自宅までご一緒させていた
だきました。３日程前に奥様からお電話をいただきました。肺に血栓があるそうですが、それは除
去されてお元気になられることと思います。

鈴木会員（代理）幹事報告

　本年度、親睦委員長を仰せつかりました小池でございます。また一年間がん
ばらなくてはと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
　先週、親睦委員会で集まり色々検討をさせていただきました。沼南クラブの方
から、今年度は合同で２回位何かをやりたいというお申し出がありました。
　１１月から１２月にかけて歌舞伎座、５月頃に京都旅行を計画しております。
理事会の承認を頂きながら進めて行きたいと思います。今月第５週目の３０日は夜
間例会になります。

　７月７日生まれの志賀会員、１４日生まれの木村会員、１８日生まれの澁谷会員、お誕生日おめで
とうございます。

志賀会員より
「誕生日祝い、一年に一回、ここでもらえます。年金をもらうような年に
なりました。どうぞよろしくお願いしたいと思います。」

木村会員より
「ありがとうございました。七夕の翌週の１４日の生まれで５４歳になり
ます。４０代は今の仕事をがむしゃらにやって気付いたら５０代になっ
ていました。５０代前半も知らない間に過ぎてしまいましたが、今年は
初めてロータリーに参加させていただいて、人間的に一歩広げられたら
と思っております。よろしくお願い致します。」

澁谷会員より
「７７歳になります。よろしくお願いします。」

小池委員長親睦委員会報告

　中央学院大学の大学院２年生のネルグ・バトヤと申します。
　前回、モンゴルについて簡単な情報をご紹介しましたが、今日は遊牧民のゲ
ルとモンゴル相撲についてお話ししたいと思います。　
　遊牧民が住んでいるゲルのドアは南側に面しています。ゲルには窓がないので、
ドアから太陽の光を取り入れるためです。図２でゲルの建て方を簡単に表してい
ます。右側が台所でお母さんのスペースで、左側はお父さんのスペースになって
います。ゲルの奥にはチベット仏教の神様が奉られています。ゲルのドアがしゃ

がまなければ入れない位低いのは、神様に礼をする意味もありますが、モンゴルの気候が厳しいた
め風よけの意味もあります。トイレは草原トイレです。
　モンゴルの相撲は日本の相撲と違って広い場所でみんなで一緒に試合をするので時間がかかりま
す。一番人気があるのは毎年７月１１日に開催されるモンゴル相撲祭りです。ナータムと言います。競
馬と相撲の試合が行われます。そこで優勝した人がウランバートルの方で試合を行います。モンゴル
相撲では、まわしではなくパンツを履きます。モンゴルの相撲は手をついても負けになりません。相
手のひざ、ひじ、背中を地面につけるまで戦います。モンゴル相撲の大会は年に１回です。

ゲルとモンゴル相撲について ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）

米田会長よりネルグ・バトヤさんに米山奨学金授与
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米 田 友 義
荒 井 光 一

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

かしわ・あびこ ふれあい百景
手賀大橋

Vol.４９　No.１　平成２５年７月９日号

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。

お名前 メッセージ 金　額
ガバナー補佐
風澤様　　

５,０００円　

上村晃一会員
我孫子市スポーツ振興応援団の設立以来２代目会長とし
て協力致しましたが、３代目会長の星野会員に交代致し
ました。お礼として。

２,０００円　

木村会員 誕生祝をいただき、有難うございます。 ２,０００円　
志賀会員 誕生日のお祝いを頂きました。ありがとうございます。 １,０００円　
澁谷会員 誕生日のお祝いを頂きました。 １,０００円　
瀧日会員 ホールインワンをやりました。 ５,０００円　
野田会員 ゴルフで楽しみました。 １,０００円　

丸田会員 米田年度スタートおめでとう。７月２３日例会欠席します。
メイクアップを行います。 ２,０００円　

米田会長 一年間、宜しくお願い致します。 ５,０００円　
当 日 計 ２４,０００円　
今期累計 ２４,０００円　

ニコニコＢＯＸ

　９年程前に我孫子市スポーツ振興応援団を作りまして、初代会長が和上さん、２代目が私で
やっていましたが、今回、私は会長を退き、３代目は星野会員になっていただきました。おかげ
さまで中央学院大学の駅伝、ＮＥＣのラグビー等、全国大会に出場したようなチームは支援して
います。中央学院大学が連続１０回出場して来年は予選なしで出場権を得られました。ラグビー
はバス１台の応援を集めるのが大変ですが、中央学院大学の方は大型バス５〜７台で行っていま
す。ぜひラグビーの方も応援して、サッカーに次ぐスポーツになれればとＮＥＣも力を入れています。
よろしくご協力頂きたいと思います。ありがとうございました。

上村晃一会員近況報告

1. 本クラブ組織図を整合性のある組織体系に修正を承認した。
2. 新入会員の承認　依田勇氏
3.７月第五例会を夜間例会とし湖北のポアロで行なう事を承認した。
4. 新たな社会奉仕活動としてレンゲ祭りの継続性と交通指導会など検討課題として各委員会（社
会奉仕、青少年奉仕）での検討や家庭集会などで活発に意見交換する事を決めた。
5. 我孫子東高校インターシップの件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当初より学校サイドが個々の企業に直接アプローチが目立つのでロータリーとして対応はやめ
る事とした。（ただし協力要請が有れば全面的に協力する。）

第１回理事会報告


