
第２３２９回例会報告議事録
日時　２６年３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

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）

１９名出席（全員で２６名）　出席率７３.１％
塩毛委員長出席報告

　先週の例会は先月の理事会で夜間例会に変更になりました。ご参加いただ
いた皆様はありがとうございました。
　バトヤさんが今月一杯ということになっています。東さんとの合同例会に来
てくださるかもしれませんが、この場では今日が最後です。
　本日はお誕生会と、今日は欠席されていますが今井会員が結婚４０周年で
す。
　メルヘン文庫の基金の件ですが、理事会でかけさせていただいたのです

が有志で募金を行いたいと思います。
　国際交流協会の方から２０１４ー２０１５年の役員の選任の件で連絡が来ています。もしやりた
いという方がいらっしゃいましたらご連絡ください。
　３月になり暖かくなりました。先月は雪で大忙しでしたが、暖かくなりましたら健康にもよいと
思います。
　柏の方で連続殺傷事件があり、身近でこんな事件が起こるなんて恐いなと思います。ぜひ皆様
気をつけていただきたいと思います。
　先月、松丸さんの実のお母様が亡くなられたため、クラブの方からご霊前をお届けしましたこと
をご報告致します。

米田会長会長挨拶

　３月１４日生まれの野田会員、３月１９日生まれの依田会員、３月３０日生まれの村越会員、お
誕生日おめでとうございます。

野田会員より
　今までは３月の誕生祝いは私一人だけだったのですが、今年か
ら３名になりました。毎年言うのですが、私の誕生日は結婚記念日
でもあります。６４歳になります。先達て我孫子のゴルフ場で海老
原プロと会いました。彼は同級生です。年の話になり、もう６５だも
んね、ということで、今年から皆さん年金をもらう年です。私も来年
から年金をいただこうと思います。

依田会員より
　今日はこんなお祝いをいただき、ありがとうございます。４３にな
ります。プレゼントをもらうのは本当に何年振りかです。うちのも最
近はプレゼントもくれなくなり、誕生日の日くらいお酒でも入れてく
れよと言ったら、お酒も買ってなく、だいたい子どものアイスでごま
かされる日 を々送っています。これからも是非ご指導ご鞭撻の方を
よろしくお願いします。

村越会員より
　実は例会の案内をファックスで頂戴した時は野田会員と依田会員の名前しかなく、実は私も３
月生まれなんですと松丸さんに申し上げましたところ、台帳に記載されていないと言われまして、
先ほどあわてて台帳に記帳させていただきまして、急遽いただくことになりました。ありがとうござ
います。
　私は昭和３７年、１９６２年生まれで今年５２歳になります。昭和３７年というのは、前回の東京
オリンピックの２年前で、三河島の列車事故、マリリン・モンローが亡くなったり、小林旭と美空ひ
ばりが結婚した年です。３月３０日生まれということで幼稚園、小学校の頃はいつも小さくて頭の
方も足りなかった感じでした。３月３０日生まれの有名人はフィンセント・ファン・ゴッホ、島倉千代
子、坂本冬美、堤清二です。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

お名前 メッセージ 金　額
井上会員 明日、家内が満８２才の誕生日を迎えますので。 ２,０００円　
鈴木会員 バトヤとの一年間そしてこれからを感謝します。 ３,０００円　
野田会員 誕生祝いただきました。 ２,０００円　
村越会員 誕生祝い頂きました。 １,０００円　
依田会員 誕生日のプレゼントお祝いありがとうございます。 １,０００円　
米山奨学生
バトヤさん お世話になりました。いつもありがとうございました。 １,０００円　

当 日 計 １０,０００円　
今期累計 ３６２,５５０円　

ニコニコＢＯＸ

　一年間があっという間に過ぎて、これから半年か一年間かけてサンフランシ
スコで英語を学んで、本国に帰るということです。
　本人がいるので言いにくいのですが、本当にこんなに人気のある留学生は
初めてです。何が彼女の人気の源かというと、気配りができるという点です。
本気で人の為を思って動いている態度が素晴らしいなと思っています。私は幼
児教育を３０年してきて、多くの人に出会って、いろんな人に学ばさせていただ
いています。生意気な言い方かもしれませんが、何をいつも見ているかと言う

と、この人の中にどれくらい愛情があるんだろうということをずっと見つめています。その愛情が濃
ければ濃いほど磁石のように引き寄せられます。バトヤの中にそういうものがきっとあるのだと思
います。
　カウンセラーとしてし足りなかった事がいっぱいあると思うのですが、その分、木村会員をはじ
め塩毛会員、小池会員や他の方々にお世話になりまして、我孫子ロータリークラブがこぞってバト
ヤの応援をしてきた一年間だったのかなと思っています。私の娘もハワイへ一ヶ月行った時に、ア
ラモアナロータリーの皆さんから代わる代わる家に招かれ、そういった経験を経て、今もアメリカ
に恋いこがれている娘の姿があると思います。クラブの皆様方には大変感謝を申し上げたいと思
います。
　語学研修が終ったらモンゴルに帰り、彼女をずっと待ち続けているバト・トラガという男性と結
婚式を挙げることになると思います。米山奨学生の大きな任務はあなたの国と日本をつなぐパイ
プ、平和の使者になることです。コーポレート・ガバナンスの仕事を通して、いろんな人の役に立つ
ような世界を築いて行けるものと確信しています。日本で学んだ事、日本の精神性、良い所を紹介
していただいて平和の使者として活躍していただけたらと思っています。クリスマス会の時に彼女
を呼び忘れたのですが、キリスト教文化を伝えたかったので、またそれは他の機会にぜひお招き
したいと思います。
　前座の割には長くなりまして、すみませんでした。

鈴木委員長米山委員会報告

　いよいよ終わりかと思うとさみしくなりました。皆さんのおかげでやっと大
学院を卒業することができたので、本当にありがとうございました。３月２０日
の卒業式に着る袴を予約してきました。いい思い出がまた一つ増えると思いま
す。
　皆さんに伝えたい事がいっぱいあって、うまくまとめることができません。実
家からモンゴルのハガキを送ってもらい、皆さんに手紙を書きました。たぶん
内容や字のバランスがよくないとか色 あ々ると思います。レポートや卒論はパ

ソコンを使っていたので、漢字を書くのが一番むずかしかったです。読み上げたいと思います。
「こんにちは。私は皆さんと出会ってもう一年になりました。今思うと一つ一つが大切な思い出に
なっています。このような暖かいロータリーの皆さんに恵まれたことは本当に幸せだったと今改め

ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）御挨拶
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我孫子ロータリークラブ
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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。

今週の表紙「福満寺」
奈良時代に建てられた天台宗の寺院です。青々とした竹林と古木に囲まれた境内には、多くの貴重な寺宝や
史跡が残されています。また、幾多の火難を逃れたことから、火防（ひぶせ）観音の異名が付いています。
境内の弁天池や鏡の井戸など、涌水が豊富に湧き、秋には紅葉した銀杏やもみじが美しく境内を彩ります。

福満寺 かしわ・あびこ ふれあい百景

・市原ＲＣより５０周年記念式典の案内受理
　日時：６月１４日（土）１５時点鐘　場所：ホテルニューオータニ幕張
　登録料：お一人１０,０００円　ご希望の方は事務局までご連絡ください。
・国際ロータリー第２５２０地区山田ロータリークラブより「やまだの作文」冊子受理。ご覧になり
たい方は事務局までご連絡ください。

荒井幹事幹事報告

　今日はバトヤさん、本当にありがとうございました。ギターとかの趣味を持っていると本当にい
いなと思いました。アメリカに行っても、すぐ溶け込めるのではないかと思いました。

米田会長閉会の言葉

て思っています。これからのロータリーの発展と皆様のご健勝とお幸せをお祈り申し上げます。短
い間でしたが本当にお世話になりました。ありがとうございました。２０１３年度ロータリー米山奨
学生　ネルグ・バトヤより」
　我孫子ロータリーの例会に参加させていただいてから今日まで本当に皆さんにお世話になり
ました。石巻に行ったり、食事会に行ったり、新年会に馬頭琴を持って行ったら喜んでくださった
り、本当にありがたかったです。日本に来てから７年になりますが、新年を日本式に迎えたのは今
年が初めてでした。木村会員のおうちに招いていただき楽しい思い出を作りました。何よりカウン
セラーの鈴木会員にありがとうございましたを言いたいです。カウンセラーのご家族と何回も一緒
に食事をして、誕生日もお祝いしてくださったし、幼稚園に一日お邪魔して子ども達と一緒に過ご
す事もできました。お忙しい中いっぱい時間を作ってくださって本当にありがとうございました。
　モンゴルに来られる時はぜひ声をかけてくださいということで、下にパソコンのメールアドレスを
書きました。もし何かあったら是非連絡をお願いします。今度は日本ではなくモンゴルで会いましょ
うと書きました。
　２月の頭に卒論を持ってきた時、皆さんが興味を持ってくださってありがたかったので、我孫子
ロータリーに卒論を一冊プレゼントしたいと思います。学校の許可をもらって一冊持ってきました。
もしご興味のある方は後で読んでみてください。ほとんど自分の言葉で書いたので、こんな日本語
ないだろう、と笑える所もいっぱいあります。

「さくら」（森山直太朗）を披露 ネルグ・バトヤさんにお花と米山奨学金を授与


