
第２３３２回柏東合同夜間例会報告議事録
日時　２６年３月２５日（火曜日）
場所　角松本店
時間　１８：３０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）
	 バトヤさんのお母様

　私共は毎年、米山奨学生のお世話をさせていただいているのですが、彼女ほど評判のいい留
学生は初めてです。彼女には日本のおもてなしを越えるおもてなしの心があります。自分は何をで
きるかということをいつも考えていて、素晴らしい気配りをし続けた１年間でした。それが私たち
我孫子ロータリーの面々の心に響いています。
　卒業式に家内と一緒に行ってきました。彼女は着物を着ていました。彼女がやっている企業統
治、コーポレート・ガバナンスを専門としている人は、まだそんなにモンゴルにはいない為、そういう
所でも期待されています。
　お母さんは、バトヤを国に連れて帰るつもりで日本に来たのですが、ビザが降り、２８日にバト
ヤはアメリカに行きます。お母さんは、就労に困っている人のサポートをしておられる、ＮＰＯのよ
うなものを立ち上げたヘッドのような方で、モンゴルでは有名な方だそうです。
　我がクラブでは、近い将来、彼女が結婚する時にモンゴルに行く事が決まっているメンバーが
既に５名います。
　こういう機会を与えられたことは偶然ではなく必然だと思いますし、感謝しております。素晴ら
しい将来が待っていると思います。支えてくださった皆様もありがとうございました。チャン君もと
ってもいい子です。バトヤさんもお母さんもありがとうございました。

鈴木会員ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）について

　改めまして、こんばんは。ネルグ・バトヤと申します。モンゴル出身です。
　私は２００７年にモンゴルで大学を卒業してすぐ日本に来て、日本で２年間日本語学校に通
い、駿台電子情報専門学校でＰＣ処理について勉強しました。続けて中央学院大学大学院修学
部を卒業しました。皆さんのお蔭でマスターの論文を書いて卒業できました。本当にありがとうご
ざいました。論文のテーマは「モンゴルにおけるコーポレート・ガバナンス（企業統治）」でした。
　初めて日本に来る前に、日本人は冷たいとか、自分のことしか考えていないとか、そういう話を
まわりの友達から聞いていて不安でした。最初、こんにちはも言えず、平仮名を覚えたら、次はカ
タカナ、そして漢字も出てきて、一つ一つ一生懸命覚えました。
　我孫子ロータリーの皆さんに出会い、日本人は自分のことだけ考える人ではないと思いました。
相手の様子をよく見てから手伝うのが日本人ではないかと思います。モンゴルではお年寄りだった
らすぐに席を譲りますが、日本では明らかにお年寄りに見えても、席を譲ったら「私がそんなに年
寄りに見えるの？！」と怒られてショックを受けました。駅の階段で重い荷物を持っているお年寄
りを手伝おうとしたら、お化けが出てきたように驚かれたこともありました。
　我孫子ロータリーの皆さんと出会って、石巻へ行ったり、いろんなイベントに参加させて頂いた
おかげで、日本人は相手の様子をよく見てから結論を出すのだと確信するようになりました。
　ロータリーの奨学生になる前に悩んでいたことがありました。せっかく頑張って大学院に入った
のに、専門用語の漢字が難しく、論文がちゃんと書けるかとても不安でした。もっと勉強をしたく
てもアルバイトをしないと家賃も払えない状況の中で、ロータリーの米山奨学生に選んでいただい
て、皆さんのお蔭で無事卒業することができました。本当にありがとうございました。
　大学院を卒業した後に、英語を勉強したいのでアメリカかイギリスに行きたいという事を母に
以前話していて、自分で決めなさいと言ってくれたので、自分で進めていたのですが、ビザが降り
た次の日に母が日本に来ました。それから、今月２８日にアメリカに行く事を母に話して、すごく怒
られました。アメリカでも頑張りたいと思います。ありがとうございます。

ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）ご挨拶

お名前 メッセージ 金　額
渡辺会長（柏東） 前回欠席しました。 １,０００円

新木会員（柏東） ロータリー我孫子さんにはいつもゴルフ練習場ご使用いた
だきありがとうございます。 １,０００円

酒巻会員（柏東） 合同例会ご苦労様です。 １,０００円
佐々木会員（柏東）本日はありがとうございました。 １,０００円
鈴木会員（柏東） 大変楽しかったです。今後もよろしくお願いします。 １,０００円
田中会員（柏東） 我孫子の方達と交流できて、うれしかったです！！ １,０００円
長岡会員（柏東） 楽しかったです。 １,０００円
中村俊人会員（柏東）合同例会ありがとうございました。楽しかったです。 １,０００円
中村裕会員（柏東）お世話になります。 ５,０００円
中山会員（柏東） ありがとう！！ありがとう！！親睦会。 １,０００円
新田会員（柏東） ありがとうございました。 １,０００円
松丸会員（柏東） 合同例会ありがとうございました。 １,０００円

今井会員 ゴルフ親睦、楽しく遊んでその結果１２位とニアピン賞をい
ただきました。ありがとうございます。 ２,０００円

上村文明会員 反省しました。 １,０００円
小池会員 １,０００円
志賀会員 もう一寸がんばります。 １,０００円
鈴木会員 バトヤがお世話になりました。優勝感謝。 ２,０００円
野田会員 ２,０００円
服部会員 合同例会の司会をやらせていただきました。 １,０００円
依田会員 今日のゴルフは楽しかったです。ありがとうございました。 １,０００円
荒井幹事 ４位になりました。ありがとうございました。 １,０００円
米田会長 皆さん、ありがとうございます。 ５,０００円

当 日 計 ３３,０００円
今期累計 ４００,５５０円

ニコニコＢＯＸ

米田会長　会長挨拶 柏東RC	渡辺会長　会長挨拶

	例会風景
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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「古利根」千葉県我孫子市中峠
古利根は我孫子市の北部にある三日月形の沼です。度重なる水害をなくす為に明治末期に利根川の改修工事
が行われ、その結果、蛇行部分が残って出来ました。
現在の古利根沼は豊かな緑に囲まれ、利根川からあがってくる種々の魚の釣り場として多くの市民に親しま
れています。

古利根 とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

バトヤさんとお母様　鈴木会員


