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ロータリー：変化をもたらす

Weekly Report
2017-2018 年度
第 2514 回 例会 平成 29 年 10 月 11 日(水) 曇り

会長挨拶

点鐘

暖かい日が続いておりますが、また寒くなるようです。
体調崩さぬようお気を付けください。
【理事会報告】
3 月 17 日(土) I・M ホストクラブ秦野 RC
各クラブより実行委員 1 名要請
伊勢原 RC 代表 東井 重和会員
・道灌まつり「伊勢原ロータリーカフェ」
10 月 14 日(土)・15 日(日)・おまつり広場。
売り上げから原価を引いた利益は全て子ども食堂に寄付。
ご協力よろしくお願いいたします。
幹事報告

ロータリーソング

井戸川 秀治会長
それでこそロータリー
四つのテスト(堀口雅巳会員)

司会･進行

堂前 慶之会長エレクト

米山奨学生

ガントグトヒ・サラントヤさん

今後の予定
10/25

第 2516 回

卓話：セーンタウィースック・ニーラナ
ンさん(米山奨学生)

11/ 1

第 2517 回

ミニ卓話

11/ 8

第 2518 回

ミニ卓話

11/15

第 2519 回

健康卓話：市川正孝君



第 2780 地区 ガバナー 大谷新一郎様より、公式訪問お礼のお手紙が届いております。



ボーイスカウト伊勢原育成会より いやさか第 119 号が届いております。

スマイル報告 外谷 正人 スマイル委員会委員長
井戸川秀治君
東

学君

第 1 回目のゴルフコンペに大勢参加していただきまして、ありがとうございます。又今週の道灌
まつり参加よろしくお願いいたします。
10 月 15 日伊勢原観光道灌まつりに際しまして、薬物乱用防止キャンペーン＆ポリオ撲滅キャ
ンペーンを実施いたします。皆さんのご協力、よろしくお願いいたします。サラさん卓話よろし
くお願いします。
先日のゴルフコンペ、楽しくプレーさせていただいたので、スマイルします。エーイ 3000 円！
太っ腹。

堂前

慶之君

東井

重和君

松下

孝君

萩原

庸嘉君

ドラゴンと参加賞をスマイルします。

服部

幸司君

優勝とニアピンを取ったので、全部スマイルします。

築城

忠生君

ガントグトヒ・サラントヤさん、ようこそ！今日は卓話をよろしくお願いします。

村上

一秋君

第 1 回井戸川・東ゴルフ、2 位に食い込みました(3 バーディー)。賞金全額スマイルします。

添田

博充君

参加賞ですがスマイルします。

サラさん卓話頑張ってください。
ゴルフコンペで参加賞をいただきましたので、スマイルします。

田中

徹君

貝原

剛規君

先日軽井沢でゴルフをしまして、自己ベストを更新しましたのでスマイルします。本日は仔猫の卵
巣摘出手術のため、13 時で退室いたします。スマンです。

佐藤

大悟君

ゴルフコンペの参加賞をスマイルします。

鈴木

康弘君

先週のゴルフコンペでブービー賞をいただきました。もっと練習して次回は上位入賞目指します。

秋山

哲也君

先日のゴルフコンペで賞をいただいたのか分かりませんが、スマイルさせていただきます。

熊谷

勝利君

ゴルフでは皆さんにご迷惑かけてすみませんでした。特に飯田さんにはボールを何度も探していた
だきすみませんでした。凄い正確なパットに驚きました。

大垣

真一君

入会させていただいてから、初めての出席です。これからどうぞよろしくお願いいたします。

外谷

正人君
〃

会員誕生祝い

結婚祝い

スマン

第 1 回井戸川・東コンペに参加しました。入賞したのでスマイルします。次は優勝したいなぁ！

年初より計画していた新しい事務所が出来上がり、9 日に引っ越しも終わりましたのでスマイル
します。
第 1 回井戸川・東年度のゴルフコンペで、栄えあるブービーメーカーになりました。次回はブー
ビーを目指して頑張ります。
飯田 隆三君→誕生日を祝って頂きありがとうございました。最近、若くなりつつある様に感じて
おります。ますます頑張ります。
金城
肇君→誕生日祝いありがとう。
天野耕一郎君→誕生日を祝って頂きありがとうございます。
荒巻 哲朗君→結婚祝いありがとうございます。半世紀を二人で過ごしました。永く続く要因は優
しくすることです。何かとクレームをつけると、2 倍、3 倍になって帰ってきま
す。人間ひたすら辛抱、辛抱…。男は辛いですね。
田村 貴寿君→結婚記念を祝って頂きありがとうございます。仲が良すぎたみたいで、なんと家内
が「ご懐妊」となりました。(妊娠 5 ヶ月目です)高齢の出産に不安もありますが、
イクメンパパ、ガンバリます。
飯田

隆三君→本日所用で早退します。スマンです！サラントヤさん卓話頑張ってください。

ロータリー財団寄付・米山記念奨学寄付

井戸川秀治君

ベネファクター

吉川昌男君

第 7 回米山功労者

出席報告 貝原 剛規 出席委員会委員長
会員数

出席計算に用いた数

出席者数

出席率(％)

前々回修正出席(％)

61

59

38

64.40

なし

事前 MUP
東君・仙波君・濵尾君・田村君・細野(善)君
加藤(桂)君・熊谷君・遠山君→新会員の集い

米山奨学生 ガントグトヒ・サラントヤさん

9 月分奨学金が手渡されました。

委員会報告
仙波 史生 社会奉仕委員会委員長
道灌まつり
10 月 15 日(日) 3RC 合同薬物乱用防止・ポリオ撲滅キャンペーン
集 合：お祭り広場 ロータリーカフェ前 9：30
3RC 合同例会
点 鐘：12：00 料亭 こみや

村上 一秋 奉仕プロジェクト委員会統括委員長
道灌まつり「伊勢原ロータリーカフェ」
10 月 14 日(土)・15 日(日)
コロッケ・メンチ・ポップコーン・ビール・サワー販売
当番表を回覧いたしますので、確認お願いいたします。 14 日関係者は設営のため 9:30 集合。
貝原 剛規 ゴルフ同好会幹事・出席 プログラム委員会委員長
・第 1 回井戸タマゴルフコンペ(10 月 5 日(木))結果報告
優勝 服部 幸司君
２位 村上 一秋君
3 位 細野 圭司君
・出席・プログラム委員会開催
10 月 16 日(月) 18：30 伊勢原市南口 むつき
田中
徹 地区会員増強・会員維持委員会委員
地区会員増強・会員維持セミナー「ロータリーの魅力のためのセミナー」基調講演者：星野朝子氏
日 時；2017 年 11 月 24 日(金) 15：00～17：00（開場：14：30）
場 所；鎌倉パークホテル(鎌倉市坂ノ下 33－6)
会 費；2,500 円 (※ホテル特製ケーキ・コーヒー・紅茶のサービスを含む)
会費はクラブ負担・新会員候補者は地区負担
東 学 幹事
第 7・８・９グループ新会員の集い報告
10 月 5 日(木)当クラブより参加された方私を含む 8 名。全体で 3 年未満の方 56 名。合計 121 名参加。
来年地区新会員の集いがございます。参加できなかった方は、是非ご参加ください。

卓話

モンゴル

ガントグトヒ・サラントヤさん (伊勢原 RC 米山奨学生)

今日はモンゴルについて紹介したいと思います。まずはみなさんもご存知のチンギスハンについて。
チンギスハンはモンゴル帝国の初代皇帝です。チンギスハンは大小さまざまな集団に分かれてお互い
に抗争していたモンゴルの遊牧民族を一代で統一し中国北部中央アジア、イラン、東ヨーロッパなど
も次々に征服。当時の世界人口の半数以上を統一するにいたる人類史上最大規模の世界帝国であるモ
ンゴル帝国の基盤を築き上げた人だとされています。
今年2017年は、大モンゴル建国811周年です。首都はウランバートルで、人口は
300万人です。日本の横浜市の人口と同じくらいです。面積は世界で19位、つなみ
に日本は62位です。春夏秋冬があり、年間の気温差は-15℃から30℃くらいです。
私たちは遊牧民なので引っ越しやすいゲルに住んでいます。馬とか駱駝にゲルを運ば
せて引っ越しをします。ゲルの窓は上にあるのでベッドに寝ながら星を見ることがで
きます。
経済は畜産業と工業が中心です。食べ物は主に羊や牛の肉そして小麦粉を食べます。文字は縦文字が伝統的な文字で
すが今はロシアのキリル文字を使っています。スポーツは伝統的なモンゴル相撲が有名です。また、競馬と弓矢も伝
統的なスポーツで昔から今までずっとやっています。私の兄は趣味として弓矢をやっています。馬は小さい時からみ
んな乗っています。
私は帰国したら日本語の先生になりたいと思っています。今は日本語とモンゴル語を比較して、とくに文法の比較を
して研究をしています。日本語を学びたい人が最近すごく増えています。多分、英語、中国語、と同じくらい日本語
が人気です。
モンゴルはとても良い国ですが、もちろんにいろいろ問題点もあります。それらの解決法は、モンゴルの若者たちに
対する教育だと思っています。私は先生になって、自分の学んだことを伝えたいと思っています。私は日本から学び
たいことがたくさんあるので、日本語をたくさん勉強して、学んだことをモンゴルで伝えたいです。
私は日本の「サービス」が大好きです。多くのモンゴル人に日本のサービスを感じてほしい。日本人にとっては普通
かもしれないが、サービスは本当に最高です。モンゴルでお店に入って何も買わないで出て行くと店員さんが怒っち
ゃう。
日本はそんなことがなくてすごいなと思いました。日本が本当に大好きです。
ご清聴ありがとうございました。

例会場
例会日
事務局

FORUM246 伊勢原市石田 350 （株）アマダ内 TEL 0463-96-3711
毎週水曜日 12:30～１３:３０ （お食事は１２:００より準備いたしております）
神奈川県伊勢原市伊勢原 1-2-2 横浜銀行伊勢原支店内
TEL. 0463-92-5777
FAX. 0463-95-5313
E-mail. rc1isehara@gmail.com

