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2006/09/07 

８月３１日（木）例会報告 

会 報 

つ く ば 学 園 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ ＿  

 

直江忠則第七分区ガバナー補佐と 

岡田卓也補佐セクレタリーが来訪されました。 

直江第七分区ガバナー補佐 来訪！ 
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 タクシー業の移り変わりの様子、 

 プリウスタクシー等の卓話がありました。 

 

新入会員卓話                   小城 豊会員  

８月２４日例会 ニコニコＢＯＸより 

 

 

 

例会に初めて参加した時は、ロータリーソングの斉唱に軽

～く腰が引けました。しばらくは「クチパク」だけだった

のに、最近は何気なく歌えている自分に気がつきました。

これからも積極的に頑張っていきたいと思います。よろし

くお願いします。  

 

 

                    安藤 栄敏 

ニコニコ大賞                  安藤 栄敏会員 

 

 今回（８月３１日）の例会は 

 

    「ホテルグランド東雲」  

 

         に変更して行われました。 

 

 

 

ホテルグランド東雲  例会場 変更 
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ニコニコＢＯＸ 

出席率 

本日の合計 ￥２７，０００－ 

本年度累計 ￥２４０，０００－ 

ビジター 

９月の結婚・誕生祝い 

月 誕生日 結婚記念日  

会員 配偶者 

 

 

 

 

 

９月 

染谷  洪一     ５ 安藤  直子     ２ 安藤  栄敏  ・ 直子   ２６ 

鯨井  規功    １４ 塚越  悦子    １４  

安藤  栄敏    １４ 冨田  由美子   １５  

伊勢  一則    ３０ 布川  鈴子    １７  

門脇  厚司    ３０ 黒羽根 正美    １９  

 本多  景子    ２０  

 綿引  勝枝    ２５  

 飯田  満里子   ２７  

 東郷  富紀子   ２９  

井田  充夫 祭りつくばの模擬店にご協力ありがとうございました。会報にあるとおり大成功となりま

した。外国人との交流もたくさんありました。 

染谷  洪一 直江ガバナー補佐、岡田セクレタリー、本日はよろしくお願い申し上げます。 

塚原  英夫 直江ガバナー補佐、岡田セクレタリーご来訪ありがとうございます。今後ともご指導よろ

しくお願いいたします。  

野堀  喜作 直江ガバナー補佐、ご出席いただきましてありがとうございました。 

田口  幸男 直江ガバナー補佐、一年間ご苦労さまです。 

増山  栄 直江ガバナー補佐、本日はありがとうございました。公式訪問よろしくお願いします。 

直江  忠則 様 つくばシティロータリークラブ 第七分区ガバナー補佐 

岡田  卓也 様  つくばシティロータリークラブ 第七分区補佐セクレタリー 

市川  一隆 様 つくばシティロータリークラブ 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

 ６４名   ４１名  ２２名     ４名 ６５．０８％ 

出席免除 

１名 
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モンゴル訪問の旅             古本 捷治会員   

 2004年にクラブの国際親善委員長をした折に筑波大学の留学生との交流会をした。 

その時モンゴルの留学生、ガンチメグさんと親しくなった。 彼女の兄ガンバートルさんは、モンゴルの首都、

ウランバートルでＮＰＯの日本語学校の校長先生をしている。彼はその学校で最優秀の成績を収めた学生を褒美

として日本（つくば）に招待したいと思っていた。 その案を当クラブで検討した結果、国際親善で援助しよう

と決まった。２人の３週間の滞在費用１人、５万円、計１０万円の援助費が決定された。 

 そして昨年７月に日本名モモちゃん（１４歳）、とアカリちゃん（１０歳）が推薦されて来日が実現した。 

２人は当クラブＴ氏宅に２週間滞在し、東京、ディズニーランド、筑波山等を楽しみ、後我が家に１週間滞在

し、それぞれ茗渓学園と竹園小学校へ通学した。 又ガンバートルさんの奥様、バイサさんはその日本語学校の

先生をされていて、２人と一緒に来日されて親しくなった。そしてモンゴルの話を聞けば聞くほど我々は興味を

持ち、ついにはモンゴルをこの8月5日から9日まで訪問することになってしまった。 

 百聞は一見に如かず！ 実際のモンゴルは聞いていたよりももっと素晴しかった。 ジンギス・ハーンという

４星位のホテルもあった。 それにしても草原の中の、民族家屋、“ゲル”の滞在は圧巻だった。 漠々と連な

る緑の大地、時折岩山もあり、その緑の中に白い帽子をかぶせたような物がある。それがゲルだった。 広い敷

地は一面のお花畑、エーデルワイスをはじめ様々な高山植物が咲き、その向こうでは馬や羊が黙々とその草花を

食んでいる。 夜には寝転んで見上げると、星のシャワーのように美しい空があった。 翌日には実際に住んで

いるゲルに招待され、乗馬体験等、らくだに乗った人もいた。 

(5 ページに続く) 
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そこで豪快な羊の肉料理、馬乳酒と乾燥

チーズ等の歓待をうけた。ウランバート

ルに戻り、伝統音楽のコンサートでモン

ゴル特有の発声法のホーミーや馬頭琴、

舞踊を楽しんだ。 夜にはステイした子

供達との食事会も用意され、再開を喜び

歓談した。 翌日には「ジンギス・ハー

ン800年目の帰還」という祝祭を観に

行った。 500騎以上の騎馬軍団が大草

原を駆け抜ける歴史スペクタクルショ

ウーであった。 

 このようにしてモンゴルの歴史を感

じ、生活文化も体験し、参加者一同（8
名）感動で一杯の体験であった。 

又、現地ロータリークラブ会長、ナムサ

リ・ゲレンクー氏とも交歓出来たことは

幸運であった。今まで多くの海外からの

ホームステイを受け入れてきたが、実際

その人たちの国を訪問する体験は初めてであった。 

 このような交流の方法もあることを多くの人に知って戴きたいと思いこの事を記させていただきました。 

(4 ページから続く) 



つくば学園ロータリークラブ 
〒305-0047  
茨城県つくば市千現２丁目１番６ つくば研究支援センターＡ２８ 

電話 029-858-0100          FAX  029-858-0101 
Email:gakuenrc@axel.ocn.ne.jp 

■編集後記■ 

 

 秋篠宮妃紀子様にお子様が生まれた。ご懐妊後に皇室典範改正問題が下火になったのは、噂された親王

との予想がほぼ間違いないと判ったからだろう。男系男子を維持し続けた二千余年の歴史を考えると、安

易に形だけにとらわれた長子優先や女系を言い出す事は出来ないと思う。天皇制は現在の憲法や政治や習

慣とは別の次元にあり、それは日本の歴史と等しい。本質をおろそかにし、その時代の法制度や社会習慣

でのみ判断する事の危険性は、過去の歴史で経験しているはずだ。伝統や文化はその時代時代で様々な苦

労と知恵を絞って来たから持続する事が出来たはずだ。 

 数十年後の日本と国民の知恵を信じ、九月六日が天皇誕生日として祝っていることを願う。 

 

                                クラブ会報委員   齊藤 修一 

 

９月 ７日（木） 会長挨拶  増山 栄 会長 

         「新世代奉仕月間に因んで」 地区新世代奉仕総括委員長 染谷 洪一会員 

                       クラブ新世代奉仕委員長  下村 正会員 

                       ローターアクトクラブ会長 竹林 綾子さん 

         理事会 オークラ3F『ヴィーナス』の間 ＡＭ11：00～ 

 

９月１４日（木） ガバナー公式訪問 2820地区ガバナー 佐藤 衛氏 

         クラブ協議会（役員・理事・委員長・新入会員出席） 

 

９月２１日（木） 招待卓話 ＵＲ都市機構 つくば開発事務所所長 吉本 祐二様 

 

９月２８日（木） 新入会員卓話「ゼロ金利解除！今後の金融と経済動向」 増山 弘会員   

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.46gama.com/ 

例会日  木曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場  「オークラフロンティアつくば」 つくば市吾妻１丁目１３６４－１   
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プログラム 予告 


