
第２３１９回例会報告議事録
日時　２５年１２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

国家斉唱
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）

　本日は第１例会ですので、お誕生祝いを致します。同じ興銀さんの牧野会員が１２
月生まれでいらっしゃいましたが後任の伊藤さんも１２月生まれです。
　今週土曜の観劇後にカレッタ汐留４７階のなだ万で食事をしますが、ちょうどその
日の１９時から１０分間、お台場レインボー花火が打ち上げされるそうです。楽しみに
して頂ければと思います。会費は１人２万円になります。今日か来週の例会にて徴収
させて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

伊藤会員より
　ろうそくは４６本になります。一番最近に誕生会をやったのは小学校３年生の時で
した。ずいぶん感慨深い気持ちです。これだけ大勢の方に祝って頂けるというのは、
もうなかなかないと思います。ロータリーの会に参加させて頂いて、感謝の気持ちで
いっぱいです。
　誕生日は１２月１４日なのですが、その日は忠臣蔵のあった日です。また来年も是非
参加させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

小池委員長親睦委員会報告

村越会員のご長男である村越孝一さんが１月から入会して頂けることになりました。
小池委員長会員増強委員会報告

　先週はガバナー公式訪問ということで皆様にご協力頂きまして誠にありがとうご
ざいます。ガバナーからお礼状が届いております。
　早いものでもう１２月になりました。私の仕事の方も夏以降ずっと慌ただしく、消
費税のせいもあるのか住宅の塗り替えも非常に増えています。非常に良いのですが、
大変な思いも沢山します。最初の頃は例会の時間をさくのは正直なところ大変で面
倒くさいなと思っていましたが、半年もたつと慣れ、やっと会長の自覚が少し出て
来たのかなと思います。残り半分、きちっと会長職を勤めさせて頂きたいと思います。

　井上先生の方から毎年行われている我孫子市民クリスマスコンサートのお知らせを回覧致します。
　本日は誕生会と、バトヤさんがモンゴル語を少し教えて下さいます。その後、総会があり次年度の役員・
委員会構成の承認案件もあります。よろしくお願い致します。

米田会長ご挨拶

２１名出席（全員で２５名）　出席率８４％
塩毛委員長出席報告

　今回はモンゴル語について皆さんに卓話をしたいと思います。
　アジアの国で日本語と韓国語とモンゴル語は文法が同じだと思います。単語さえ
覚えれば通じます。モンゴルでは昔は縦文字という文字を使っていましたが、経済
発展していくうちに、話している文章と書いている文章のずれが出て来て、それを防
ぐ為に、現在はロシアのキリル文字を使っています。字だけがロシアの文字で、言
葉や文法はロシアとは違います。１９９１年にモンゴルは資本主義になったのですが、
それまではロシアからの影響が強く、私の父や母はロシア語ができます。ちょうど私

の頃から英語が入って来て、中学１年から英語を学校で勉強するようになりました。
　ここで簡単なモンゴル語を紹介したいと思います。
・こんにちは→サインバイノー（簡単な言い方はサインノー）
・ありがとう→バヤルラー（バイルラー）
・私の名前は○○です→ミニー　ネル　○○
・どうぞよろしく（知り合えて嬉しいです）
　　　　　→タニルツサンダー　タータィバイン
・さようなら→バヤルタイ（バイルタイ）
・はい→ザー
・いいえ→ウグィ
　モンゴルでは目上の人の話しを聞く時、「はい」と相づちを打ってはいけません。日本に来たばかりの頃、
コンビニのアルバイトの説明を受けている時にだまっていたら「おまえ、わかってるの？」とすごく怒られ
たことがあります。今は逆に、国に帰って母や兄の話しを聞く時につい「はい」と言ってしまうので変な感
じになります。モンゴル語と日本語で似ている言葉は「きつい」→「キツー」です。ありがとうございました。

ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）モンゴル語について

ネルグ・バトヤさんに米山奨学金を授与

・例会変更のお知らせ
	 松戸東ＲＣ	 １２月２０日（金）クリスマス・チャリティ家族例会へ変更
	 	 　会場：松戸商工会議所５階大会議室　　点鐘：１８時
	 	 １２月２７日（金）・２６年１月３日（金）休会
	 松戸西ＲＣ	 １２月１８日（水）クリスマス家族例会に変更
	 	 　場所：ナプシャルズ南柏　　点鐘：１８時
　　　　　　　　	 	 １２月２５日（水）夜間移動例会に変更

	 	 　場所：びわ亭八ヶ崎本店　　点鐘：１８時

荒井幹事幹事報告

お名前 メッセージ 金　額
伊藤会員 久しぶりの誕生会でした。ありがとうございました。 １,０００円　

木村会員
　スクールＩＥ湖北校、石戸そろばん教室湖北校、両校
の来年２月開校が決定いたしました。
集合写真ありがとうございます。

５,０００円　

小池会員 柏東ＲＣ荻野会員より写真を頂きました。ありがとうございました。 １,０００円　
佐藤会員 カレンダーありがとうございました。 １,０００円　
塩毛会員 写真をどうもありがとうございました。 １,０００円　
鈴木会員 写真いただきました。 １,０００円　
高橋会員 写真いただきました。 １,０００円　
瀧日明会員 写真をいただきました。 １,０００円　
野田会員 ガバナー公式訪問	写真ありがとうございます。 １,０００円　
服部会員 写真・カレンダーありがとうございました。 １,０００円　
松本会員 写真感謝。 １,０００円　
丸田会員 公式訪問の写真頂きました。 １,０００円　
米田会長 写真ありがとうございます。 １,０００円　

写真ありがとうございます。 １,０００円　
ガバナー公式訪問時の写真いただきました。 １,０００円　

当 日 計 １９,０００円　

今期累計 ２１２,５５０円　

ニコニコＢＯＸ

今月の誕生祝　伊藤会員 伊藤会員へバッヂの授与
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2013－2014年度
国際ロータリーのテーマ

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
三井ガーデンホテル柏の夕景
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http://www.abiko-rc.jp

第2790地区

我孫子
ロータリークラブ
週報

A B I K O  R O T A R Y  C L U B  W E E K L Y  B U L L E T I N

Vol.４９　No.２０　平成２５年１２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。

理事１２名中、１１名出席成立

1. 新年会例会　場所　鈴木屋本店　18:00 受付　18:30点鐘　会費７,０００円を承認した。
2. 次年度ガバナー補佐幹事の選任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　丸田会員を選任した。
3. 次年度会長エレクトの選任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　会長　瀧日会員、幹事　野田会員を選任した。
4. 新入会員の推薦紹介　
　村越前会員のご子息を鈴木会員より推薦された。
　栗原前会員の会社より鎌田さん（女性）が鈴木、野田両会員より推薦された。

第６回理事会報告

　次年度会長を仰せつかりました上村文明から次年度の理事役員についてご承認
を頂きたく、ご呈示致します。
会　長：上村文明
副会長：米田現会長
幹　事：服部会員
Ｓ.Ａ.Ａ.：木村会員
会　計：瀧日会員
監　査：高島会員
理　事：上村文明、服部会員、上村晃一会員、塩毛会員、瀧日会員、
　　　　星野会員、小池会員、野田会員、鈴木会員、丸田会員、
　　　　米田現会長、荒井現幹事

会長エレクトはまだ決まっておりません。再来年は５０周年の会長さんになりますの
で、適選な方をご推薦頂きたいと思います。委員会構成は後日発表したいと思います。
　ご承認ありがとうございました。
　５年前、瀧日会員がガバナーの時に会長をやらせて頂き、２回目の会長です。
　どうぞ皆様、ご協力よろしくお願い致します。

上村文明会長エレクト年次総会


