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今日から 10 月です。10 月は秋のさか
りと言われており秋本番の到来でござい
ます。山形の風物詩と言えば芋煮会で
我々の 3 クラブ合同芋煮会は来る 10 月
10 日金曜日に天童クラブ担当で行われ
ますがメンバー6 名は北イタリアの
バッサーノ デル グラッパ カステーリＲＣ
でメークアップしておりますので宜しくお願い致します。
本日のゲストをご紹介申し上げます。天童ロータリークラブ
所属、第 2800 地区 米山奨学委員会委員長 松村澄男さ
んとモンゴル出身の米山奨学生ガラバドラフ・ムンフドルさん
です。後ほどお二人より卓話を頂きたいと存じますので宜しく
お願い致します。
ここでロータリー行事の件で 2 つの報告がございます。
ひとつは、去る 9 月 17 日午後 6 時 30 分より第 3 ブロック内の
池田ガバナー歓迎会があり、ガバナー補佐 2 名の他、新庄
から天童まで 12 クラブの会長、幹事 24 名が東根温泉の青松
館集い盛大に行われました。その内容をお話しますと、本来
ならガバナー大変お疲れ様と我々の会長、幹事がガバナー
を歓迎するのが本筋でありますが、ガバナー自身が舞台に
上りハワイアンダンスを踊って披露するや、女性 7〜8 人グル
ープのベリーダンスチームによるエキゾチックなダンスで
我々を持て成してくれた有様でした。知られざる池田ガバナ
ーの人間味あふれる一面を見ることが出来ました。
ふたつめは、同じ第 3 ブロック内のインターシティ・ミーティン
グが 9 月 21 日の日曜日に尾花沢市文化体育館サルナート
で行われました。我がクラブからは 15 名ほど出席させて頂き
ました。来賓者には池田ガバナー他、新関、佐藤両パストガ
バナー初めとする尾花沢市長と庄司喜與太大石田町長も出
席するなか、第 2 部の記念講演では地元、尾花沢で活躍し
ている、おくのほそみち大学学長梅津保一先生による「松尾
芭蕉 10 泊のまち尾花沢の地域歴史を学ぶ」と題して 50 分ほ
ど講演して頂き松尾芭蕉の足跡を検証することが出来まし
た。
さて、天童東ロータリークラブの 30 周年記念事業のひとつ
でありますイタリア・マロスティカのロータリークラブ公式訪問
日が近づいてまいりました。出発日は今週の土曜日天童駅よ
り午後 1 時 53 分の新幹線で、東京そして成田に向かいます。
翌日の 5 日、日曜日、12 時 25 分発ミラノ行き便に搭乗しま
すので時間のある方は 4 日の土曜日、午後 1 時 30 分までご
集合してお見送り頂きたいと存じます。私と赤塚弘美さんは
当日の夜 11 時発の夜行バスで成田に向います。
手みやげとしてマロスティカ小学校と市立図書館に日本の
絵本 10 冊を贈呈致します。10 月 9 日の公式例会日にマロス
ティカのマリカ市長へ直接に手渡し致したいと存じます。実り
のある公式訪問をして参りますので宜しくお願い致します。

Ｒ財団-米山奨学会委員会 松村澄男委員長と米山奨
学生 ムンフドルさん(モンゴル)をむかえて
ムンフドルさんの卓話
本日はお招き頂き、ありがとう
ございます。山形大学一年生の
ガラバドラフ ムンフドル
です。今、山形西クラブでお世
話になっています。
大学では経営学を専攻し、将来は経営に携わる仕事
をしたいと考えています。日本留学を目指す様になっ
てそれ以上に大切にして行きたい想いが生れました。
それは、恩師ガルバドラッハ先生の様に人の背中を押
してあげられる人に成る事です。ガルバドラッハ先生
は今からおよそ 15 年前山形に来て米山奨学生として
学んでいました。そして、山形のロータリーの方々や
地域の住民の支援で 2000 年に我が母校新モンゴル高
等学校を創りました。現在では、小学校、中学校も有
る一貫校となり、この９月 15 日に新モンゴル工科大
学も開学しました。彼は『ロータリーの皆さんの前で
高等学校を創りたいと話した時、皆さんから贈られた
力強い拍手を今も忘れない、応援してくれた心に応え
たいという思いが夢を叶える力になった』と語ってく
れた事があります。私達卒業生にとって最も期待に応
えたいと思う人はガルバドラッハ先生です。そして、
皆彼の様になりたいと思っています。夢にひたむきな
先生を応援してくれたロータリーの心がガルバドラ
ッハ先生の活躍によって多くの子供たちに広がって
いると思います。私もその一員で在ると共に、その心
をもっと豊かにして伝えて行くことを約束致します。
松村澄男委員長からまとめの挨拶が在りました。
(1)天童東ＲＣの米山奨学事業に対する貢献
奨学生の世話クラブ実績、奨学寄附金の実績の紹介
が在りました。

(2)米山奨学会の意義として
1）米山梅吉氏の功績
2）「日本で民間最大の留学生奨学団体」の紹介
3) 国際ロータリーの他地区合同奉仕活動
4）米山奨学会の活動が「日本と世界の理解と平和」
に大きく貢献している。特にアジアの奨学生に
おける修了者が創る「学友会」が大きな色々な
「新しい風」を吹かせている。

1、
2、
3、
4、

幹事報告
古瀬正勝 幹事
地区大会が、今月 25 日(土)に鶴岡市
で開催されます。
国際ﾛｰﾀﾘｰ 2800 地区より山形県民歌
のＣＤが届いています。
国際ﾛｰﾀﾘｰｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所より
地区委員推薦のお願いが来ています。
天童市が姉妹都市、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ・ﾏｰﾙﾎﾞﾛｳ市訪
問団を募集しています。Ｈ27 年 1 月 20 日〜26 日
募集人数 30 名 旅行代金 ￥355,500 円

5、 福島市「ごらんしぇ」のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布の願いが届く。
6、 県みどり推進機構より、26 年度緑の募金への協力依
頼が届いています。
7、 例会終了後、理事・役員会を開催します。
委員会報告 と その他
1、村山光男会長より、マロステェカ訪問団の紹介が在
りました。
○職業宣言文の朗読は斎藤栄一さんでした。
○本日より橋本重幸さんが休会より復帰しました。
○赤塚弘実さん、ｿﾝｸﾞ･ﾀｸﾄが身について来ました。
スマイル

(旧)会長代理・中島冶一郎氏の野川桂一名誉会員への
『贈る言葉』に感動を受けたので記録に残します
「私もﾛｰﾀﾘｰを卒業させて頂きましたが、
ﾛｰﾀﾘｰに居りました半世紀の丁度半分、
四半世紀をパストガバナーとして過ごさせ
て頂きました。そのその中で最も印象に残
る大会の一つが 2003-04 年度に天童で行
われた貴地区大会でございます。その翌年和歌山県の新宮
で行われた私共の地区大会へ多くのご同志とご参加下さいま
した事も含めて、忘れる事の出来ない貴方様ご夫妻の思い遣
りに満ちた出来事でございます。家内にとりましても、もっとも記
憶に強く残っている地区大会は、2003-04 年度に寄せて貰っ
た天童での大会だそうで、その折、奥様とガイドの方と家内の
三人で山に歩いて登り、道々親しく話し合えた事、山頂の山寺
から眺めた景色の素晴らしかった事、今でも目と耳に残ると申
しております。それに、あの天童温泉の宿の行き届いたおもて
なしには感心させられました。忘れられません。
共にロータリーを愛する人間として友情を共有致したいと念じ
ております。・・・・・・

出席報告
伊藤敏明 委員
本日会員５0 名（49 名）・出席者 37 名・出席率 75.51％
※前々回出席率を：：：％⇒81.25％に修正致します。

（平成２６年１０月１日例会）

紹介：佐藤栄治君

来訪
歓迎

松村澄男
村山光男
志田泰久
永山和敏
佐藤 豊
新関弥一郎
山口 孝
赤塚弘実
伊藤則雄
押野 宏
復帰祝
水戸部陽一
緑 三郎
野川晶弘
分銅昭夫
土屋政浩
佐藤栄治
復帰
橋本重幸
名誉会員 野川桂一 ⑩

本日の卓話、よろしくお願いします。（天童ＲＣ）
松村さんと米山奨学生ドルちゃんを歓迎します。
ムンフドルさん、松村委員長、天童東クラブへようこそ。大歓迎します。
ムンフドルさん、卓話をよろしくお願いします。
松村さんとムンフドルさんをかんげいしてスマイルします。
ムンフドルさんを大歓迎いたします。
本日は、松村さん来訪ごくろう様です。又、橋本さんおかえりなさい。うれしいです。
松村委員長、ドルちゃんようこそ！土曜日にマロスティカ（イタリア）に出発します。
松村さんごくろうさん。卓話たのしみです。
松村さんのお話しをたのしみにしています。
橋本さん、再会とてもうれしいです。
橋本さんの復帰を大歓迎。
橋本さん、お会いできてうれしいです。
橋本さん、カムバックおめでとう。
橋本さん、お帰りなさい。
私用で本日早退します。橋本さんの復帰うれしいです。
長い間休ませて頂きました。
先日、名誉会員に推挙いただき有難うございました。ロータリアン各位の友情に感謝しま
す。
イタリア 米野幸治
１０月４日からイタリア、マリスティカに行ってきます。楽しんで、元気に帰
訪問
って来ます。
出席
矢萩武昭 ③ 度々の休会にもこりずに、今日はがんばって出席しました。
喜び
佐藤 豊
最近うれしい事が続いています。ﾓﾝﾃのディエゴのｻｲﾝﾎﾞｰﾙがあたりました。
ゴルフ
佐藤 豊
村山会長杯ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ優勝してしまいました。ﾋﾞｯｸﾘしました。うれしかったです。
村山征彦
先日の会長杯コンペ、バーディ２個でした。
ゴルフ
高橋繁夫
会長杯のゴルフ楽しんで４位賞品をもらいました。
御礼
高橋悦子
結婚祝に私の大好きな秋明菊頂き有難う御座居ました。
記念日
永山和敏
結婚記念日 １０／２９です。
橋本重幸
結婚記念日 お花頂きました。
工藤一夫
結婚記念日 １０／３ ４６回 あと４年。
押野 宏 ② 企業創立記念日 今年で１０３年です。

原田正夫
伊藤則雄

企業創立記念日
奥様誕生日

本日１０月１日会社創立７０周年になりました。

