
第２３１３回例会報告議事録
日時　２５年１０月２２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： ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）
 ネルグ・バトヤさんの婚約者

　先週は情報研究会に１１名参加して頂き、お疲れ様でした。野田会員には発表
もしていただき、ありがとうございました。各テーブルでディスカッションをされた
と思います。私は会長の席だったのですが、他のクラブの方は皆さん青い会員証
を持っていらっしゃいました。我孫子クラブは持っていないのですが、できたら入
手するといいのではないかと思いました。
　ファイヤーサイドミーティングをやって、新入会員の皆さんのオリエンテーション
を兼ねて、たくさんの事を教えて頂ければと思います。寄付のことに関しても私自

身が勉強不足ですので、先輩方にご尽力いただき、説明していただけたらと思います。
　来週は石巻の方にいよいよ行きます。各委員会の皆さんが段取りをしてくださっています。きちんと
購買してきたいと思います。参加される方はどうぞよろしくお願い致します。

米田会長会長挨拶

　今月は、来週の石巻ツアーの夜の部を親睦にあてたいと考えております。ツアー
の料金はシングルルームをご利用の方は２６,０００円、ツインルームをご利用の方は
お一人２５,０００円になります。当日朝にバスで徴収させていただきたいと思います。
　１２月に劇団四季の「ソング＆ダンス」を予定しておりましたが、あちら側の都
合により中止になってしまいましたので、「ウィキッド」というミュージカルに変更さ
せていただきました。その夜においしいものを食べて帰ってくる予定です。詳しく
は後程ご連絡させていただきますので、よろしくお願い致します。

小池委員長親睦委員会報告

　一泊二日という忙しい日程で、それだけが心配です。
　朝早く５時半に湖北駅をスタートして、松ヶ崎から高速道路に向かいます。長い
行程ですが、車内で楽しく過ごせればと思います。
　初日は１時半頃に向こうに着く予定です。二人の案内の方が来て下さいます。向こ
うの観光課の方と、私の知っている方です。次の日は、また別の二人の方に案内し
て頂きます。地元の私の知人と、もう一人は漁業組合の組合長で、テレビにも出ら
れた方です。来年の種付けの時期で忙しい時期ですが、案内してくださいます。色々

とご苦労されたお話しをしてくださいます。
　二日目も朝が早く、８時にはホテルを出ます。まわってから食事をして１時半頃には向こうを出発したい
と思います。
　買い物は初日は女川原発のそばの漁港の市場で生産者から直接買っていただこうと思います。ワカメ
は一袋５００円です。帰りは、夕食を取りますので夜１０時過ぎになると思います。体調に気をつけて参
加して頂ければと思います。

佐藤会員石巻の視察について

　今月２９、３０日の石巻の視察旅行にはバトヤさんと奥様方５名を含め、１７名の
参加予定です。佐藤会員のご尽力をたくさん頂きました。ボランティアの方が３名つ
いてくださる他に、現地の観光協会のガイドの方が一人来てくださいます。
　米山の方のご報告になりますが、１０月は米山月間になります。
　バトヤから、ふたつ嬉しい事があって、というメールを頂きました。一つはスピー
チコンテストで優勝したことで、もう一つは高校時代からの友達が日本に来ることで
した。家内と一緒に４人で食事をして色々 お話ししました。素朴で、とても気持ちの

良い、目のきれいな青年でした。２３日にモンゴルに帰るそうなのですが、今日、授業の後に挨拶に来
たいということでしたので、もうすぐ来ると思います。歓迎していただければと思います。
　バトヤは日本で勉強した後にロンドンに行き、企業マネジメントの勉強をしてエキスパートになりたいそ
うです。モンゴルにはマネジメントの専門家は現在二人しかいないそうなので、モンゴルで皆さんに喜ん
でいただける仕事ができるのではないかと、そんな希望を持って彼女は頑張っています。いつ結婚するの？
と聞いたら、モンゴルでは２３、４歳で結婚するそうなのですが、バトヤがまだまだ夢があり、勉強した
いので当分お預けのようです。以上、ご報告しました。

鈴木委員長社会奉仕委員会報告

２２名出席（全員で２５名）　出席率８８％
塩毛委員長出席報告

ネルグ・バトヤさんの婚約者
「アメリカのキャタピラーの会社のモンゴル支店で働いています。日本に来ら
れて感謝しています。」

ネルグ・バトヤさん　
「初めて彼氏を紹介させて頂き、恥ずかしいです。今年の２月に婚約しました。
来年か再来年あたりに結婚するかも、という話になっています。まだ決まって
いませんが、その時、もしよろしければ皆さん、モンゴルにいらしてください。
ありがとうございます。　

鈴木会員より
　僕もいつか必ずモンゴルに行きます、結婚式にできたら出席したいと話しました。が、婚約は
したけれど、いつになるかわからないそうです。彼としては早く結婚したいと思っていると思います。
バトヤは今２７歳なので、モンゴルではかなり晩婚になると思います。
　もしモンゴルに行った時に何に一番感動するだろうね、と話した時に、自然だろうという話でし
た。彼に岩塩をお土産にいただいたのですが、モンゴルの写真を見ると、原野と山と青空が本当
に美しいです。
　バトヤは人の役に立ちたいといつもおっしゃっていますが、応援しています。お二人の幸せを祈っ
ています。

ご挨拶

・２７９０地区の地区大会が１１月９日、１０日に行われます。
　場所 : 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
　９日（土）１２：00 登録開始、１３：00 点鐘。
　１０日（日）８：30 登録開始、９：30 点鐘。
会場までバスで行きます。詳細は後日お知らせ致します。
・石巻の買い物の受付について
　　事務局で書類を作ってもらいました。申し込む方は、名前、送り先、
　内容等を書いて頂き、幹事までお願い致します。

荒井幹事幹事報告
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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
旧村川別荘

Vol.４９　No.１５　平成２５年１１月５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
伊藤会員 これからよろしくお願いします。 １,０００円　

井上会員 おかげさまで先日、第６１回の運動会を約２,０００名の
参加者を得て行うことができました。 １,０００円　

佐藤会員 石巻視察時、台風が来ません様に！ １,０００円　
志賀会員 休んでまして申し訳ない。 １,０００円　

高島会員

１３日（日）に第１７回東京夢舞マラソンが無事終りました。（都
内を４２.１９５km）一年間、毎週水曜の夜に会議をして、やっ
と終りました。工事に入るので国立競技場からスタートする
のは今回が最後で、来年からは都庁からスタートすることに
なると思います。東京マラソンの下敷きになった大会です。
東京マラソンに落選した大勢の人達がぜひやってくれ、と言
う事で続いています。ありがとうございました。

１,０００円　

丸田会員

１０月２９日、私用で出席できません。１１月２日、３日のジャ
パン・バード・フェスティバルにて、かしわ・あびこ ふれあ
い百景を展示することになりましたので、是非お運びくださ
い。よろしくお願い致します。

２,０００円　

米田会長 合同例会 参加、ありがとうございます。 １,０００円　
バトヤさん いつもありがとうございます。 １,０００円　

当 日 計 ９,０００円　
今期累計 １４３,５５０円　

ニコニコＢＯＸ


