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12 月度 RI テーマ「疾病予防と治療月間」
第 3024 回例会/No.21
2016 年 12 月 6 日

◆例会プログラム
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』

◆米山奨学生スピーチ（岩手大 工学部 3 年）
ダヴァードルジ・ボルトバヤル君（24）

「あなたの知らないモンゴル」

開会点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング斉唱
四つのテスト
会長の時間
プログラム 慶祝
幹事および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
閉会点鐘

君

◆幹事報告
・2016-17 年度 地区大会の御礼
ガバナー事務所
・花巻市友好都市交流委員会情報誌「ひと花」第 7 号の配布
について
花巻市友好都市交流委員会 会長 宮澤啓祐

◆第 3023（11/29）例会の概要
）例会の概要
■四つのテスト

佐藤

良介 君

■会長の時間「19 回/46 回」

吉田

和洋 君

みなさまこんばんは！
本日は、米山奨学生 ボルトバヤル
君のスピーチになります。カウンセラ
ーの花巻南 RC 嶋利幸くんにもご同席
をいただいております。後ほど、嶋く
んからご紹介をお願いいたします。
さて、先週も何かと夜の行事が多い
１週間でした。
22 日は商工会議所永年勤続表彰祝賀会、24 日は、花巻
中学校 3 学年 PTA 懇親会、そして 25 日は花巻南 RC さん
の創立 50 周年、27 日が花巻リトルシニア卒団式と出席致
しました。南 RC さんの 50 周年には会員の皆様や菊の会さ
んにも出席いただきました。ありがとうございました。
南ロータリーさんの 50 周年式典では、スポンサークラブ
として感謝状を贈呈いただきました。当クラブへ贈呈いた
だいたのですが、私の名前も入っており少し恐縮です。
また、記念事業では青少年奉仕活動の報告がなされ、多
くの素晴らしい青少年育成活動の成果をお聞きしました。
祝賀会では、乾杯をさせていただきました。多くのご臨席
者の前での乾杯は、少し緊張しましたが、いい経験をさせ
ていただきました。

米山奨学委員長の谷村です。スピーチ
を聞く前に今一度米山奨学事業を理
解して頂ければと思います。この事業
は寄付で成り立っていて、各 RC から
会員ひとりいくらと頭数で送られる
一般寄付金と誰でも出来る任意の特
別寄付金があります。花巻 RC の一般
寄付額は平均より少額です。
また、ホームカミング制度は今年から
その費用を地区が負担してくれるよ
うに変わっています。

花巻南 RC 米山カウン
セラーの嶋(左)です。
50 周年記念式典への
多数参加、佐々木直前
会長には会社見学をお
計らい頂き、有難ござ
います。ボルト君(右)
はモンゴルの土木技術
向上の夢を持って岩大
社会環境工学科で勉強
しています。

皆さん今晩は。名前はボ
ルトヴァヤルですが、ボ
ルトとお呼びください。
日本人にモンゴルと聞
くと遊牧民、羊、馬、草
原またはゲルと言う人
が多い中、面白かったの
は、朝青龍・相撲という
答えも多いことです。

モンゴルは中国とロシア
に挟まれた内陸の国で、南
本日は、国際奉仕委員会米山奨学生会委員会の担当です。
はゴビ砂漠ですが、モンゴ
谷村委員長様よろしくお願いします。
ル語でゴビは砂漠の意味
このあと、ボルトバヤルくんのスピーチになりますが、
です。首都ウランバートル
50 周年記念事業のスピーチでは、かなり時間が押してしま
と東京は 30017km で飛行
い、ボルトくんは最後の方だったので、かなり省略しての
機で 5 時間です。モンゴル
プレゼンになっていました。本日は会長の時間は短めとし、
の面積は 166.4km2、日本
時間を取らせていただきますので、ボルトバヤルくんやモ
ンゴルのこと等を皆様と一緒にたっぷりお聞きし、相互理 の 4 倍で、人口は 300 万人と 1/4 なので一人あたりの面
積は 160 倍多いです。言語はモンゴル語。主な宗教はチ
解を深められるような時間としたいと思います。
なお、お二方はこの後の親睦会にもご参加いただけます ベット仏教です。モンゴルにも四季があり、－40℃～
35℃まで 75℃の温度差があります。
ので、交流をより深めていただければと思います。

ボルト君は最後の遊牧民たるモンゴルの遊牧民に誇り
◆出席報告 /////
を持っているそうです。
もし、観光に訪れるなら、7/11～13 のお祭りの時期がお 32 人中 14 人の出席
奨めだそうで、350m 飛ぶ弓・22km 走る競馬・モンゴル 出席率
51.8％
前回修正
59 .2％
相撲のお祭りを一度に楽しめるのだとか。
メーキャップ
モンゴルの夜景も驚きの 11/26 （土） 花巻南 50 周年記念式典・祝賀会
綺麗さですが、最近イラク 吉田和洋君・鹿討康弘君・佐々木史昭君・橋川秀治君・阿部一郎
からの遊牧民が引っ越して 君・三田望君・滝田吉郎君・谷村繁君・佐藤良介君・伊藤隆規君・
きてゲル地区が増え、暖房 佐藤良介君・藤田勝敏君・立花徳久君・高橋豊君・飯塚正晴君・
の石炭による大気汚染も大 稲田典之君・笹木賢治君・滝田吉郎君
きな問題になっているそう
◆ニコニコボックス
です。
講演後、吉田会長より、ス ◇嶋 利幸 君 『今日は米山奨学生ゲストスピーチにお招き
ピーチの御礼のお土産と記念品が渡されました。
頂きましてありがとうございました。また、先日の花巻南
その後の懇親会もボルト君への質問で大盛会でした。
ロータリークラブ 50 周年の記念式典、祝賀会にもたくさん
のご参加を頂きましてありがとうございました。』

◇立花

徳久 君 『ダヴァードルジ・ボルトバヤル君。本日
はゲストスピーチありがとうございます。「あなたの知ら
ないモンゴル」大変面白く聴かせて頂きました。』

◇藤田

勝敏 君 『初のニコニコボックスです。』

◇鹿討

康弘君 『花巻南 RC 嶋利幸カウンセラー、米山奨
学生ボルトバヤル君、本日は花巻 RC･菊の会合同夜例会に
御出席頂き有難うございました。花巻南 RC50th で話し足
りなかった分、沢山話して下さい。楽しみにしております。』

◇佐々木

史昭君 『ダヴァードルジ・ボルトバヤル君の例
会来訪を心から歓迎致します。岩手大学工学部で土木を学
んでるという事で例会に先立ち、弊社にお寄り頂き、工場
見学して貰いましたが、興味を持って頂いたようで良かっ
たです。岩手の学校生活を益々有意義に過ごして下さい。』

◇谷村

繁 君 『ボルトバヤル君の学業でのご成功と嶋カウ
ンセラーのご活躍をお祈りいたします。』

◇吉田 和洋 君 『ボルトバヤル君、嶋カウンセラーさん、
本日はありがとうございました。これからのご活躍をご祈
念します。少しモンゴルのことが分かりました。菊の会の
皆様、ありがとうございました。』

◆今後のプログラム
12/13(火) クラブ総会（次年度役員選出）
12/20(火) Xmas 家族会（家族合同夜例会）
◆今後のプログラム案
12/27(火)
年末休会
1/3(火) 年始休会
1/10(火) 慶祝・職業奉仕月間に寄せて(職業奉仕委員会)

クラブ会報委員会
委員長：橋川秀治（今回担当）、副委員長：佐藤誠吾
委員：多田浩二、前田 毅 AD：鹿討康弘

