
２４名出席（全員で２５名）　出席率９６％
塩毛委員長出席報告

第２３０６回例会報告議事録
日時　２５年９月３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： 中央学院大学国際交流センター
 事務課長　早坂 満 様
 ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）

　皆さんこんにちは。本日は米山奨学生ネルグ・バトヤさん、そして中央学院大学国際交
流センター事務課長 早坂満さんがお見えになられております。
　本日午前中に星野会員のご自宅にその後の様子を伺ってまいりました。体調の方は良さ
そうでしたが入院時の心臓が２．５倍になってしまった後遺症で少し動くと苦しいとの事で
した。血栓の方は足の方に少しあるそうですが血液をさらさらにする薬を毎日飲んでいる
ので大丈夫だそうですが薬の効能が悪くなる為、カフェィンの入っているコーヒー、そして
納豆菌が入っているものは食してはいけないそうです。お酒は少々 でしたら良いそうです。

　昨日、激しい竜巻が起こりましたが私の仕事がら工事現場に貼ってあるシートを突風が吹く度に何度も剥がした
り、貼ったりする作業があるのですが、その作業が非情に面倒な事でどうにか楽を出来ないかと言う事で、実用
新案を取った物があります。しかしその物を製造してくれる方が見つかっていませんので、どなたか知っている方
がいらっしゃいましたらご紹介ください。

米田会長会長挨拶

　今年度は本学のバトヤさんがロータリークラブの奨学金をいただき、また、日頃よりご指
導をいただきありがとうございます。
　ロータリークラブの活動についてあまり存じ上げないもので、ご無理を申し上げて、今日は
出席させていただきました。
　中央学院大学には約３千名の学生がいるのですが、その一割、３７５名が留学生です。
その８割以上が中国の学生で、ベトナム（２０名程）、韓国、モンゴル（４名）の順に留学生
が多くなっており、それ以外はミャンマー、スリランカ、インドネシア、ネパール等全てアジ

アからの学生です。韓国、台湾、中国との交換留学の制度もあり、交換留学生も１年間受け入れています。その中
でもバトヤさんは優秀な学生で今回推薦させていただき、めでたく採用していただきました。ありがとうございます。
　中央学院大学の職員ですが、我孫子市の国際交流協会でボランティアもさせていただいており、我孫子市の外国

中央学院大学国際交流センター　事務課長　早坂 満 様ご挨拶

　しばらくご無沙汰しておりまして申し訳ありません。昨日は一日、園庭の芝刈りをしていました。
　社会奉仕についての議論がクラブ内であり、レンゲまつりをいったん打ち切り新しい奉仕を始めることになりまし
た。佐藤会員が石巻の復興支援をされていて、そのご縁で我孫子ロータリークラブとして被災地を探訪し、何がで
きるかを考えて行ければと思います。ロータリー情報を見ると、素晴らしい活動をされているクラブもたくさんあります。
我がクラブも１０月２９・３０日に石巻に行って、佐藤会員のお力を借りながら、買い物等をしたいと思っています。
　レンゲまつりでは長い間、当クラブとしてそれなりに良い活動ができたと思いますが、新たなステージに進みたい
と思います。後程の理事会で承諾をいただく予定です。ありがとうございます。

鈴木委員長社会奉仕委員会報告

　来月１０月２９日（火）、３０日（水）に一泊二日で石巻に視察旅行に行く予定です。
　最初の頃は何もありませんから、最初の一年半くらいは物を運ぶ支援をしておりました。２年半もたちますと、物
はそんなに必要はなくなり、向こうの産業を助ける活動をしてもらえればというような形になって来ました。
　向こうに着くまで６〜７時間かかるので、出発が６時か６時半の予定です。初日の午後は石巻の中心の視察、翌
日の午前は石巻から北部の方を視察、ワカメ等の海産物の見学をして買い物をしていただければと思っています。た
くさん買う場合は、直接送ってもらうこともできます。バスは今井観光さんにお願いします。宿泊は温泉が良いかと思
ったのですが、復興作業員の方が寝泊まりしていたり、大きなバスが入れないため、市内のホテルにしました。案
内は地元のボランティアの方がしてくださる予定です。皆さんでご希望がありましたら、現地で変更もできると思います。
どうぞ奥様方、ご家族の方もぜひご参加いただければと思います。

佐藤会員石巻視察旅行について

　先週は服部会員にお話しいただきまして、ありがとうございました。来週に、職業奉仕をからめ、会員の皆さんに
自分のお仕事のお話しをしていただこうと思います。来週、松本会員にお願い致します。

上村文明委員長プログラム委員会報告

　日曜日に情報委員会に出席してきました。メインテーマは会員増強の意義についてということでテーブルディスカッ
ション等行いました。なんとか関口年度内で２７９０地区を３千名にしたいということで是非皆さんにご協力をお願い
したいとおっしゃっていました。退会防止に向けてのプログラムを出席委員会、クラブ運営委員会等でしっかり作っ

丸田委員長ロータリー情報委員会報告

　来週の柏東ＲＣとの合同ゴルフコンペは現地集合現地解散ですが、その後の親睦例会へはバスで送迎の予定で
す。なるべく近い所までお迎えできればと思います。
　昭和１３年９月１２日生まれの佐藤会員、昭和２３年９月１５日生まれの松本会員、お誕生日おめでとうございます。
結婚３０周年の小池会員、おめでとうございます。

佐藤会員より挨拶
　ちょうど一年前にこうやって挨拶をさせていただいて、その何日か後に石巻に行って倒れ
てしまったので、今年は大丈夫なように祈りながら１０月に皆さんと一緒に石巻を訪ねたい
と思います。よろしくご参加の程お願い致します。ありがとうございました。

松本会員より挨拶
　私はロータリーに入った時は４０代でした。はっと気がつくと６５歳の誕生日です。ここに
は同期の方が何人かいらっしゃいます。気分だけは若く、心も若いので、諸先輩方に色々
ご指導賜ってやって行きたいと思います。よろしくお願い致します。

小池会員より挨拶
　３０周年のお祝いをいただき、ありがとうございます。結婚記念日ということは覚えてい
たのですが、３０周年だったとは思ってもいませんでした。子どもが出来て、孫が出来て、
５０周年、６０周年の先輩方に近づけるように、これからも夫婦仲良く過ごしていきたいと
思います。どうぞ皆さん、我が家とも仲良くしてあげてください。
今日はありがとうございました。

小池委員長親睦委員会報告

人の方が１３９０名程いらっしゃいますので、大学のみならず我孫子市でも国際交流の協力ができればと微力ですが
日々 がんばらせていただいております。ロータリークラブの考え方に近い部分もあるかもしれませんので、今日は勉強
させていただければと思っております。国際交流にご尽力いただいているロータリーメンバーの方がたくさんいらっし
ゃいます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。

　いつもお世話になっております。ありがとうございます。
　今日は、モンゴルの民族衣装のデルについてお話しします。今日、着て来ようと
思ったのですが暑くて着て来れませんでした。もうちょっと涼しくなったら、今度着
て来ようと思います。
　デルは日常生活で着ており、乗馬がしやすいデザインになっています。冬は中に
毛皮を合わせ、春秋は綿を合わせ、夏は薄い生地でデルを作っています。遊遊牧
民は一年中デルを着ていますが、シルクで作ったデルは結婚式、入学式、卒業式、
正月等の特別な時に着ます。

　デルを着るとき男性は帯を太く巻いて男らしく見せます。モンゴルの男性はデルの帯と帽子を大切にします。それ
は勇気や運が帯や帽子に宿っているとされているためです。日本では子どもの頭を「かわいい」と触ったりしますが、
モンゴルでは特に男の人の頭を触るのは禁止です。その一つの理由はこの帽子の関係があります。帽子を絶対に床
に置いたり、踏んだりしません。すごく大切にします。
　モンゴルの靴は牛の皮で作られていますが、モンゴル靴の先が上に尖がっている理由とは何でしょうか？ 正解は
家畜においしい草を食べさせるため、靴先で地面を傷めない様にするためです。

ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）モンゴルの民族衣装「デル」について

ネルグ・バトヤさんへ米山奨学金を授与
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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
手賀沼フィッシングセンター

Vol.４９　No.９　平成２５年９月１０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

小池会員 結婚お祝いを頂きました。ありがとうございました。 １,０００円　

佐藤会員 誕生祝いありがとうございました。 １,０００円　

志賀会員
施餓鬼が終り、やっと出席できました。
欠席しましてすみませんでした。

１,０００円　

鈴木会員 社会奉仕の新しいプランのスタートに感謝です。 １,０００円　

高島会員
福島県伊達市主催の桃の里マラソン参加して来ました。

（９月１日（日））
１,０００円　

松本会員 誕生日祝いありがとうございます。 １,０００円　

当 日 計 ６,０００円　

今期累計 ８０,０００円　

ニコニコＢＯＸ

１２名中１０名参加　欠　服部理事　星野理事
〈議案〉　
１. 被災地視察と購買支援活動について実施内容を承認した。　

〈理事会内の話合い〉
１. レンゲ祭り継続中止に際し今迄ご協力頂いた関係機関、団体への対応について
２. ＲＩ方針と現状とのズレに振り回される事無く、クラブ意識を高める事の必要性を確認した。
３. 会員増強で冨枡旅館様の入会を即す活動を開始する。
４. 前期購入の凧作りのマジックを次週例会場で対応を検討する。

第３回理事会報告

　本日はゲストの紹介が会長報告に変わってしまい、あたふたしてしまい皆さんのリズムをくずしてし
まいました。深く反省したいと思います。次回からは式次第にのっとって例会をやるように心がけます
のでよろしくお願いします。

閉会の言葉

・訃報　柏東ＲＣ　小林稔様（第１３代会長、チャーターメンバー）が９月１日午前にご逝去。
　　　　通夜：９月３日（火）午後６時　　葬儀：９月４日（水）午前１０時　式場：福満寺 鳳凰殿
・１１月９日（土）、１０日（日）の地区大会の出欠を本日取らせていただきます。
・本日理事会があります。理事の方、よろしくお願い致します。

荒井幹事幹事報告

　財団の留学生は卒業するとほとんど連絡がありません。卒業後の留学生と連絡が取れるように、できたら大学の
方で事務局のようなものを作って接触の機会が作れるようにするとよいと思います。

中央学院大学国際交流センター　事務課長　早坂満様より
　今年３月に学友会の留学生日本支部というものができましたが、その会のメンバーは卒業後に日本にいて仕事をし
たりしている方たちですが、今後は海外にも支部を広げていければと思います。

上村晃一会員卒業後の留学生との連絡について

ていただきたいというお話しもありました。目から鱗の話も色 あ々りましたので、理事会でご相談させていただきご報
告させていただきたいと思います。
　柏南ＲＣに戸部さんという観音寺の住職さんがいらっしゃるのですが、お寺でコンサートを毎年行っていて、９月
１４日（土）にウィーンフィルハーモニーのフルート主席奏者と仲間たちの演奏会が行われます。６時開場６時半開演
です。ご興味のある方はチケットをお取りしますのでご連絡ください。ありがとうございました。


