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今後の予定

2018-2019 年度/堂前 慶之会長
本日は米山奨学生サラントヤさんが参加する最後の
例会になります。奨学生を卒業しても伊勢原 RC を忘
れず、母国と日本を結ぶ懸け橋となっていただくこと
を期待しております。先日、入会された井上先生も早
速例会にご参加いただきました。今後ともどうぞよろ
しくお願いいたします。さて、西日本豪雨に続き、昨
日は台風 21 号が近畿地方に大きな被害をもたらしま
した。幸いにも伊勢原周辺ではさほど大きな被害はな
かったようですが、昨今の気象状況を見ると、いつ
我々の身に振りかかるかわからない災害ですから、い
ざという時の準備と心構えが必要だと感じました。災
害時に気になるのが保険です。私は保険業を生業にし
ていますが、今日は朝から「自分の加入している保険
は台風被害に対応しているのか」というお問い合わせ
が何件かありました。被害にあってからでは遅いです
から、事前にチェックしておくことは大変重要です。
是非皆さんも一度点検してみてください。自動車保険
も車両保険に入っていれば、台風で被った損害にも対
応しています。
「木の枝が落ちて来て車にぶつかった」
とか「駐車場に車を置いておいたら水没してしまっ
た」などです。水没に関しては、例えば、冠水してい
るガードを突破しようとして自ら走行して水没して
しまった場合には支払対象外になってしまうので注
意が必要です。何か困ったことや質問などがあれば是
非お声かけください。ロータリークラブは異業種の集
まりでもあり、皆さんに有益な専門的な情報は提供し
ていきたいと思いますので、是非ご利用ください。
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幹事報告
★ガバナー事務所より
2019-20 年度派遣 青少年交換学生募集【クラブ用確認事項】と青少年交
換学生候補に関する確認書が配信されております。
学生のクラブ内またはガバナー事務所への書類送付〆切
2018 年 10 月 12 日(金)必着
地区委員会への提出〆切 2018 年 10 月 29 日(水)必着
派遣国及び期間 アメリカ・カナダ・ブラジル・メキシコ・
ドイツ・イタリア・フランス・台湾・ハンガリー・デンマーク
(変更する場合があります)
2019 年 8 月～2020 年 7 月(11 ヶ月以上 1 年未満)
派遣人数
計９名 予定
選考試験日･会場 〔第１目〕筆記試験(小論文、英語)・一次面接試験
2018 年 11 月 10 日(土)12：30～ 於：第一相澤ビル ６階「会議室」
〔第２目〕二次面接試験(学生・保護者)
2018 年 11 月 11 日(日)9：00～ 順次 於：第一相澤ビル６階「会議室」
★ミャンマーの国際奉仕に関する卓話についてのお知らせが配信されており
ます。
ミャンマー駐在 AMDA 社会開発機構の江橋裕人さんが一時帰国
され、9/20～10／4 の期間で卓話希望のクラブを受付。
★伊勢原高等学校創立 90 周年記念事業実行委員会より
創立 90 周年記念式典・記念事業・祝賀会のご案内が届いております。
記念式典・記念行事 日時：11 月 22 日(木) 14 : 00 開始
場所：伊勢原市民文化会館
祝賀会 同日 17：30 開宴 会場：JA3F 大会議室
会費：5,000 円
★認定特定非営利活動法人地域福祉を考える会より
ニュースレター88 号が届いております。
★社会福祉法人神奈川県共同募金会より
赤い羽根共同募金のお願いが届いております。

スマイル報告

田村

貴寿/スマイル委員会委員長

[入会祝い]

[配偶者誕生祝い]

堂前慶之君／外谷正人君／東井重和君
松下 孝君／飯田隆三君／井戸川秀治君
内田智久君／渡邊健樹君／田中 徹君
山田昌紀君／𡈽屋修君／大澤守門君
天野耕一郎君／堀口雅巳君／熊谷勝利君
村山恵子君／井上元保君／田村貴寿君
築城

堂前

忠生君

出席報告
会員数

慶之君

入会を祝って頂きありが
とうございます。

妻の誕生日を祝って頂き
ありがとうございます。
青少年野球大会とても楽
しかったようです。

秋山

出席計算に用いた数

哲也/出席・プログラム委員会副委員長

出席者数

出席率（％）

前々回修正出席率（％）

MAKE UP
事前

61

59

41

69.49

なし

松下 孝君→ガバナー補佐連絡会議
伊勢原中央 RC
築城忠生君→伊勢原中央 RC
𡈽屋 修君→青少年交換委員会

米山奨学カウンセラー 表彰

東井

重和君

サラントヤさん担当カウンセラー

委員会報告
委員会報告
ロータリー財団委員会/礒﨑 貴史委員長
卓話のお知らせと財団寄付のお願い
9 月 19 日(水)ロータリー財団卓話・当日寄付のご協力お願いいたします。
理事会報告/堂前 慶之会長
青少年交換学生募集の件
当クラブで、派遣の取り組みを行う準備を進めております。

卓

話

米山奨学生

ガントグトフ・サラントヤさん

私は日本に来て 5 年目です。最初日本に来日したときは、すぐに日本語学校に
行く余裕がなくて色々な仕事をしてました。本の工場、肉の工場、スーパー、
飲食店、トレーニングセンター等色々な仕事を必死でやりました。そういう
仕事をやったことがない私にとっては、結構大変でした。それからやっと日本
語学校に入ることができたのですが、私の生活は朝から学校、昼はバイト、夜
は子供の世話と家事、夜中は宿題という感じで正直楽しいことはありません
でした。どこにも遊びに行けなかったし、いつも忙しく疲れてばかりでした。その時ちょうど米山小学生になりました。
合格できたということを聞いて、凄く重い荷物を持って居たのを誰かが持ってくれたような感じで凄く楽になって、嬉
しくて泣いてました。そして私の新しい生活が始まりました。米山奨学生になってまずバイトを辞めて、勉強が十分で
きるようになったし、時間がある時は遊びに行ったり、ボランティアや発表などで海外にも行きました。そしてロータ
リーの色々な活動に参加して、たくさんの人々と交流できて、ほかの奨学生の皆んなと仲良くなって、活動の後の二次
会にいつも行ってました。そこで、一生付き合う友達もできました。凄く楽しかったです。ロータリーの活動がすごく
楽しかったので、学校の活動にも興味を持つようになり、モンゴル料理を作って学校の祭りで売ったり、国際フェア等
イベントにも参加したりしました。ロータリーは私の大学院生時代を最高にしてくれました。
私は今、妊娠 5 ヶ月で子供が生まれるまでにやりたいことが一つあります。それは日本の子供向けの科学の本を翻訳し
てモンゴルで出したいということです。なぜかというと、モンゴルでは日本のように科学の色々なことをわかりやすく
面白く描いた本がないので、そういう本は絶対に必要だと思っています。
私の夢は教師になることです。教育には人の人生を変える力があると思っているので、勉強が嫌いな子でも、私の授業
を受けて勉強が好きになるような立派な教師になりたいと思っています。なので、日本に居るあと 5 年の間に何をすれ
ば一番いいかということを考えています。博士までまた勉強したほうがいいか考え中です。
最後に皆さんにお礼を伝えたいと思います。先ずは松下さん、私は就職を決めるときに、論文が上手く書けなくてどう
やって論文を書くか分からなくなって止まっていました。そして求職活動もやらなくてはいけなくて JICA に面接を受
けましたが不採用になってしまい、すごく苦しかったんです。そういう時に松下さんの会社で働きたいとお願いしたら、
何ができるか分からない私を信じて OK と言ってくれました。凄く嬉しかったです。おかげで論文に集中できました。
ですので、今無事に卒業できたのは松下さんのお陰です。次に萩原さん、ロータリーの毎回の活動にいつも一緒に行っ
てくれて、応援してくれました。萩原さんの酔っ払っている姿はすごく可愛くて本当に楽しかったです。ありがとうご
ざいました。次に東井さん、日本のお父さんです。今まで私にしてくれたこと、全てに感謝します。皆さん 1 年半本当
にお世話になりました。これからまだしばらくは日本にいますので、子供を産んで少し落ち着いたら、ロータリーの活
動にどんどん参加して行きたいと思っています。
なので、今日が最後ではありませんが、皆さん元気でいて下さい。どうもありがとうございました。

卓

話
外谷
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会員

皆さんこんにちは。職業卓話を始めてやらせていただきます。この貴重
な時間をいただきまして、本当に嬉しく思っております。15 分では話
しきれないかと思いますが、
簡単にうちの会社のご紹介をさせて頂きま
す。資料がございますので、ぜひ家に持って帰って頂き、ご家族に私が
説明したことをお話しいただければと思います。先ず、社歴です。平成
9 年に伊勢原の下落合というところで店を出させて頂きました。今の社
名はアースロックとなっていますが、
つい先日まで阿蘇石材という名前
でした。由来は元々秋田に阿蘇石材というのがありまして、そちらの営
業所として作られた会社です。
2 年間ほど社長の阿蘇さんが代表を兼務してましたが、3 年目に私の元上司の辻が会社を買いまして、社名はそのまま阿蘇
石材で代表者が変わったということです。そこから約 10 年辻がやってまして、辻が 65 歳になった 2008 年に私が後を引き
継ぎ社長になりました。年間 100 現場ぐらい石の関係をやらせて貰っています。
メインは東京都、神奈川県は横浜、川崎です。去年事務所を移転しました。井戸川さんに事務所を作って頂き引越しをしま
した。今年の 5 月 1 日をもって阿蘇石材からアースロックに社名変更をし今に至ります。私どもの仕事は元々石材工事業だ
ったんですが、この 10 年ぐらいで土木工事と造園工事を始めるようになりました。土木工事、造園工事を始めるにあたっ
て、
「石材」と言う名前が付いて居ると、発注する側も石材屋さんに下水工事ができるの？舗装工事ができるの？と疑問がら
れまして仕事も何割か損をしたことがございます。それを機に石の名前が残っていながらもっと志を大きくして行くような
名前にしたいと言うことでアースロックという名前にしました。
次に私どもの会社がどんなことをして居るのかということをご説明します。
「上野恩賜公園大噴水」とありますが、この噴水を作らせて頂きました。国立博物館のちょうど正面にあたるところにある
噴水です。昼間もいいですが夜はライトアップされてとても綺麗なので、お花見に行った際にはぜひ見て下さい。また、西
郷さんの銅像が立っているところの下段に壁泉がありますので、こちらも見て下さい。
他には、霊園の仕事もしています。稲城府中メモリアルパークというところの並んでる石 3000 個は全部うちが納入しまし
た。うちの会社の東京営業所が 3000 個分の表札を付ける仕事をしております。次忠魂碑というものですが、これは秦野市
役所から発注された仕事です。当時の古谷市長の肝いりで忠魂碑の公園を作りました。これを平和記念公園ということで一
つの公園を潰して新しく作りました。秦野市の忠魂碑を集めて 13 機くらいを 3 ヶ月かけて並べました。
次は、昔チンチン電車の線路の石をそのまま歩道に張り替えた仕事です。時間が経ち古くなって歩きにくいという市民から
の要望で、今の石をそのまま使って歩きやすくするために始めた事業です。表面を綺麗に切りながら周りも綺麗に切って目
地を少なくして貼り直したという実績を買われて横浜の山手にある港の見える丘公園から根岸まで全部石を張り替える仕事
も受注しました。
六本木シンボルロードという六本木ヒルズからアマンドの前までの歩道の石貼りをさせて頂きました。表参道ヒルズの目の
前の歩道も全部やらせて頂きました。有楽町のマルイの前の石も貼りました。東京カントリーのお風呂場の改修もさせて頂
きました。そんな感じで、色んなところで石工事をやっておりますので、何か皆さんのお役に立てればと思いまして今日卓
話させて頂きました。どうもありがとうございました。

