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国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー 

  

第 2795回例会 平成 30年 5月 18日（金） 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      永井 秀和 会員 

◇ お客様 

 成田コスモポリタンロータリークラブ     

大木 裕信 様 

◇ ニコニコボックス 

伊藤 英徳 会員：5 月 16 日の水曜日に、カレドニアンゴルフクラ

ブで日本生命主催のゴルフコンペを開催させていただきました。16

組の皆様にお集まりいただいたのですが、3 年ぶりに自己記録を更新

し 79！80 を切ることができました。しかもハーフで 35 と言うこと

でワンアンダー、4 バーディが出ました。鬼気迫るスコアで主催者に

もかかわらずお客様に引かれてしまいながらのベストスコア達成となりました。 

 

角田 幸弘 会員：車のナンバープレートの話でニコニコします。 

ナンバープレートの４ケタの数字がありますよね。今は希望ナンバー

が選べるので、ご自分の誕生日とか銀行の暗証番号？にしている方も

多いと思います。私の業界では、「８０２０」を付けていたら大体歯

医者ですね。８０歳良い歯で残そう２０本！鉄道関係ですと「１０６

７」はＪＲさんの線路の幅、３フィート６インチ。「・７６２」と付けていたらナローゲ

ージマニアです。線路の幅が２フィート６インチですから。 

ところで、個人売買で中古車を購入したのでナンバーを取りに幕張の陸運局に行ってきま

した。申請書を出し、古いナンバープレートを返却して待っていたところ、打刻の検査官

が持ってきたナンバーを見てあれ？どこかでみたような・・・その番号とは、「成田・・・

１０８０」。１０８０といえば、成田の街中は今、

その数字でいっぱいです。 

今年は、成田山の開基から１０８０年目を迎え、５

月２８日まで１０年に一度の御開帳を奉修してい

るからです。心の中でガッツポーズをとりながらも、

ご不動様の御縁を感じさせていただきましたので、

ニコニコしたいと思います。 
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◇ 会長挨拶    成田 温 会長 

先週の土曜日、１２日に青少年交換千葉会議成田山ピクニックが

無事に終わりました。ご参加された会員の皆様、成田高校早川先

生をはじめとするインターアクトクラブの皆様、ご苦労様でした。

当日は天候にも恵まれ、予定通りに進行していきました。２人が

迷子になりかけ、１人が気分が悪くなったようですが、たいした

事はなかったようです。 

山門前で神﨑会員の奥様をはじめとする浴衣・編み笠姿のきれいどころと記念写真を撮

ることが出来て、留学生皆大盛り上がりでした。記憶に残る成田山ピクニックになったの

ではと思います。 

成田クラブから勝守、石川会員からクウタンのゆるキャラぬいぐるみ、その他の会員企

業からも色々と記念品を１１０人分ずついただき、皆大喜びでした。本当に、皆様のご協

力には感謝し、御礼申し上げます。 

 話は変わりますが、イアン・ライズリーRI 会長及びロータリー財団より寄付金、支援の

お礼のメールが来ております。 

ライズリー会長の説明では、２０１６年規定審議会で人頭分担金を、２０１８－２０１９

年度から３年度にわたり４ドルずつ増額する立法案が採択され、年間会費は２０１７－２

０１８年度が６０ドル、２０１８－２０１９年度が６４ドル、２０１９－２０２０年度が

６８ドルに増額され、ロータリーは健全な財政基盤を構築し、未来に投資できるようにな

りましたと、また、会費がどのように使われるかの説明では、６０ドルの会費のうち、３

２．５８ドルは RI のイベント、研修、ロータリークラブ・セントラル等に使われ、１４．

４３ドルは管理とコンプライアンスに割り当てられ、１２．９９ドルが地域でロータリー

を推進するためポリオ撲滅の継続的な支援・広報等に資金を充てているそうです。 

最後に、「皆様にはお金だけでなく、時間とエネルギー、そして努力をロータリーのた

めに提供していただいております。適切な形でより多くの力を傾ければ、得られるものも

大きくなるでしょう。私たちが共に支える国際的な絆をなくして、何も達成することはで

きません。世界に「変化をもたらす」皆様の支援、ご助力に感謝いたします。心を込めて。」

と結んでおります。 

私からも、会員皆様の財団・米山への寄付、奉仕プロジェクトへの参加に対し改めて感

謝し、御礼申し上げる次第でございます。ありがとうございました。 

これにて、会長挨拶を終わります。 

 

◇ 表彰 

・ロータリー財団 

メジャードナー ペンダントトップ 神﨑 誠 会員  

ポールハリスフェローピン  諸岡 市郎左衛門 会員 

・成田山植樹の感謝状  

社会奉仕  

笹子 恵一 リーダー 
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◇ 委員会報告 

・会員増強・退会防止委員長  諸岡 正徳 委員長 

来週 25 日は夜間例会となります。その前 18 時から 30 分間、 

委員会を開催いたします。 

 

・青少年奉仕／次年度プログラム    矢野 理恵 リーダー 

5 月 12 日、成田山ピクニックには 15 名のロータリアンの方にご参

加いただき、また、沢山の協賛をいただきましてありがとうござい

ました。留学生はお小遣いを持たないで参加していたのですが、皆

様にかき氷やジュースなどを買っていただき、直接お礼を言いたい

という事で、地区から 6月 22日にメイキャップでいらっしゃいます。

協賛の品物を写真に撮っておりますので、後程週報に掲載させてい

ただきたいと思います。当日スケジュールの変更などもあり心配しましたが、全員バスに

乗せて送り届けることができ本当によかったと思います。 

続きまして、次年度プログラムリーダーとしてご連絡いたします。年間のスケジュール等

を決めていきたいので 5 月下旬から 6 月上旬のいずれかにおきまして委員会を開催する予

定でおります。その節は、ご協力、よろしくお願い致します。 

 

・ガバナー準備室会議   堀口 路加 会員 

例会終了後、はくちょうの間で委員会をおこないます。 

 

・温泉同好会    高橋 晋 会員 

第 1 回温泉同好会旅行 5 月 20 日（日）～22 日(火)2 泊 3 日が 2 日後に迫り親睦を図りた

いと思います。 

※行程 

1 日目 群馬県水上温泉郷 湯檜曽温泉 ホテル湯の陣 

2 日目 群馬県伊香保温泉 伊香保グランドホテル  

※参加者 

飯田会員、喜久川会員、佐久間会員、佐瀬会員、高橋会員、山田会員（1 泊）、深堀会員(1

泊) 

 

◇ 幹事報告 

【回覧】 

・例会変更  白井ロータリークラブ 

・週報   佐原ロータリークラブ 

・出欠表（新会員歓迎例会、第１０グループ親睦ゴルフコンペ、成田 RC 親睦ゴルフコン

ペ、最終例会） 

・本年度皆出席のご確認（6 月から 5 月まで） 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま vol.218」 

・次年度ロータリー手帳が届きました。必要な方は受付にございます。 
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◇ 卓話 

「モンゴル支援について」 

平山 秀樹 会員 

●モンゴル支援の契機 

・故平山金吾会員とブヤン君とのご縁 

 2014 年 12 月に亡くなる少し前に会食した。 

・佐瀬元会長のお声掛け 

・父の意思を継ぎたいという気持ち 

・ブヤン君の状況(2015 年春) 

 「高専の校長となりました。必要な物が沢山あります」 

・モンゴルへ行こう！ 

 

ｼﾞｬﾝﾁﾌﾞ・ｶﾞﾗﾊｯﾄﾞ理事長の新モンゴル高専への想い ｳｪﾌﾞﾏｶﾞｼﾞﾝ「留学交流」2015 年 1 月より 

新モンゴル高等専門学校 

モンゴルの GDP 経済成長率が二ケタに達しているとはいえ、社会全体の発展および整備

は未だ不十分である。さらに、基幹産業開発の為に 4 万人以上の技術者が必要とされてい

る為、多数のモンゴル人技術者の育成が求められている。そこで、仙台高等専門学校の OB

でもあるモンゴル国教育科学大臣 L.ガントムル氏の発案により、日本の国立工業高等専門

学校機構及び日本の国際協力機構（JICA）や在モンゴル日本国大使館の協力の下で、日本

の「高専教育システム」がモンゴルに導入され始めている。第一弾として 3 つの高等専門

学校の設立を進めているが、その一つが本「新モンゴル高等専門」であるのだ。 

昨年 11 月に日本の国立高等専門学校機構の小畑理事長がモンゴルを訪問し、モンゴルの教

育科学省と協力協定の覚書に調印している。これによって、日本とモンゴルの高専が人的

および学術的に交流することが可能となった。また、モンゴル国政府は円借款により合計

1,000 名の技術者を 5 年間に渡り日本に派遣することを決めている。そのうちの 200 名は

日本の高専教育を受ける予定である。このプログラムには、新モンゴル高専の学生も参加

するであろう。 

本高専は、日本とモンゴルの将来を担う技術者の育成を目指している。開校に当たって、

電気電子工学科、機械工学科、物質工学科、土木建築工学科といった四つの専攻を設け、

学年定員 140 名によりスタートしている。 

 「新モンゴル高専」S.ブヤンジャンガル校長は、開校に当たって次のように意気込んで

いる。“技術大国日本の工業教育のブランドである「高専」を導入することによって資源

大国モンゴルが経済的に大きく飛躍するだろう。実践的技能を身に付けた創造的な技術者

を育成することは国の真の繁栄に繋がるのだ。そのためには日本の高専教育システムが最

適だと確信している。私は、日本の高専を卒業して、日本の製造分野で働いた経験のなか

で、多数の高専卒業生が会社のトップになり、新規製品や技術開発の先駆者になっていっ

たのを目の当たりにしてきた。きっと、本高専の卒業生たちも国を背負う技術者になるだ

ろうし、そのために我々は日本の経験に習うべきである”まさにその通りだと私は思う。 
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●成田ＲＣ モンゴル支援開始 

・ロータリアンと協力業者さんなどに協力要請 

 大工道具など数点の協力 

 たまたま、千葉ＲＣの中村会員（千葉測器会長）の目に留まる。 

・測量機器の寄付に繋がる。 

・更に翌年のトプコン社からの協力に繋がる。 

・ブヤン君のホームカミングでのあいさつへ(2015 年春) 

 

●第 1 回モンゴル行き（2015 年 10 月） 

・若々しい生徒と立派な校舎 

・明確に不足している学習教材、資材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第 2 回モンゴル行き(2017 年 11 月) 

・すっかり大人びた生徒さん達 

・充実した校舎と教育環境 

 

●米山学友との交流、米山の木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

●モンゴル支援の今後 

―来月 6 月 25 日から 5 日間、新モンゴル高専の生徒 30 名余が来日し、ものづくりの現場

の見学ツアーを行う。成田ＲＣとしてバス運行費用のかなりの部分を支援予定。 

－今後卒業生への支援を継続したい。 

―――2015 年訪問当時 1 年生と 2 年生が在学 

―――2018 年現在 1 年生から 4 年生まで 

―――2019 年 最初の卒業生の誕生 

－＞留学、就職などへの支援はできないか？ 

 

●最後にひとつだけ・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加 会員 4月 28日 地区研修協議会前日準備 

諸岡 市郎左衛門 会員 5月 11日 希望の風セミナー 

齊藤 三智夫 会員 5月 17日 
2018-19 第 2790 地区  

月信委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７３ ７０ ４１ ２９ ５８．５７％ ７７．１４％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


