
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 2 年 10月 8 日発行 NO.2296 第 2449 例会  会長 小川 佐内  幹事 齋藤 逸朗  会報委員長 杉森 幹男 

１０月誕生日・結婚記念日祝い 

 

 点   鐘   会 長  小川佐内 

 ソ ン グ   「君が代」 

         「奉仕の理想」 

 唱   和   「四つのテスト」 

 会 長 挨 拶    会 長  小川佐内 

 幹 事 報 告   幹 事  齋藤逸朗 

 プログラム 

  本日のお客様 

   東金ロータリークラブ  並木孝治様 

  第一例会につき 誕生日・結婚記念日祝い 

  奨学金授与（ﾁｭﾙｰﾝﾊﾞﾄ ﾋﾞｬﾝﾊﾞﾂｪﾂｪｸﾞさん） 

  各委員会報告 

  卓話 

 

 

「誕生日祝」 内田裕雄会員  川島 宭会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「結婚記念日祝」 小川佐内会員  冨 一美会員 

         田邉秀雄会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○奨学金授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○乾杯のご発声 

  第43代会長 

  冨 一美会員 

 

 

 

 

 

 

例会報告（令和２年１０月１日） 

川島会員 / 小川会長 / 内田会員 

小川会長 / ビャンバさん 

 

小川会長 / 冨会員 



 

 

幹事報告 

会長挨拶 

理事会報告 

卓話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月になり朝夕がヒンヤリと感じる季節になりま

した。本日は朝から冷たい雨が降っていますが、明

日からは秋晴れになるようです。今年は 9月まで台

風の発生が少なく、また日本への上陸もありません

でしたが、台風シーズンはまだまだ続きますので油

断しないようにしましょう。さて、今月は「経済と

地域社会の発展」月間です。ロータリーは地域社会

に根ざし、地域と経済の発展に寄与するためにそれ

ぞれのクラブが主体となって活動しています。我が

クラブもこの地域の為に貢献して行きましょう。ま

た 10月は「米山」月間でもあります。当クラブでも

米山奨学生のビャンバさんのホストクラブとして、

この活動を支援しています。将来有望な学生を支援

し、日本と世界の架け橋となる人材をひとりでも多

く育成できるようこれからも協力していきましょう。

本日はこの後、ビャンバさんの卓話がありますので

楽しみにしています。ご静聴ありがとうございまし

た。 

 

 

第 4回定例理事会 

日時：令和 2年 10月 1日（木） 午前 11：00～ 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第 1号議案．9月度会計 承認の件 

承認されました。 

第 2号議案．会費納入の件 

       4 名中 3 名入金されました。未納者

については、FAXではなく、会長・幹

事が責任をもって対処することで

承認されました。 

第 3号議案．高田会員退会の件 

       9月 24日付で退会届が提出されま

した。 

       7月より 3ヵ月分の会費を納入頂き

ました。 

       後日、送別会を開催させて頂くこと

で承認されました。 

第 4号議案．①金刀比羅神社秋季例祭規模縮小のお

知らせ 

      ②「横芝光町青少年剣道大会」中止の

お知らせ 

       ①、②、承認されました。 

第 5号議案．その他 

      ・11月 26日 夜間例会 18時点鐘 

講談 承認されました。 

      ・女性会員入会について 

→クラブ協議会で検討する。 

      ・米山カウンセラー視察研修事業の会費 

       →クラブ負担で承認されました。 

      ・ガバナー公式訪問後の懇親会会費は

3,000円で承認されました。 

 

 

 

○例会のお知らせ 

・多古ＲＣ ・東金ＲＣ 

○会報・週報受領クラブ 

・旭ＲＣ ・新千葉ＲＣ 

・東金ＲＣ 

○ガバナー事務所より 

・2790地区第 4グループ６クラブより、反対の共同

声明を頂いています。また、10 月 29 日ガバナー

公式訪問時に、再編成についてお答えする文章が、

ガバナーより届いております。皆さんに再編成の

コピーをお配りさせて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己紹介 

1．モンゴル：私の出身国はモンゴルです。モンゴル

は北方でロシア、南方で中国と国境が繋がっていま

ビャンバさん 

 



 

 

す。モンコルを経済的な面でみると世界の発展途上

国の一国です。モンゴルの主な貿易は鉱物資源であ

る石炭、銅精鉱、蛍石などそして原油、牧畜産品で

す。人口は 300万人で国土面 積は 156万 6500㎢で

す。（およそ、日本の四倍の広さです）モンゴルの首

都はウランバートル市です。首都では人口の 3分の

1、つまり 100万以上の人々が住み、人口密度が高く

大都市です。文化面では、モンゴルの言語はモンゴ

ル語です。モンゴル語はキリル文字と伝統的でモン

ゴル文字から構成されます。モンゴル文字は 1208年

から現代まで使用されてきました。しかし、キリル

文字は 1946 年から使われてきました。現在は普段

の生活や教育的にもキリル文字を中心に使っていま

す。モンゴル文字は正式な書類などにしか使えませ

ん。モンゴルの現在の状況：世界中ではモンゴル国

を昔の遊牧民族でゲル（家）、馬などでイメージされ

ています。ですが、現在都市化がどんどん進み、国

民がアパートやマンションなどに暮らすニーズが増

加しています。そして都市化につれて様々のビジネ

スが生まれ経済を支える分野が増え、範囲が広がっ

ています。一方、大牧場を営んで、移動しながら生

活する人々が減少しています。これは国にとっては

深刻な問題になっています。なぜならば、モンゴル

の主食は肉ですから。 大牧場を経済している人が減

れば家畜も減り主食となる肉が減ってしまいます。 

2. 故郷、家族：私はモンゴルのウブス県で生まれ、

育ちました。ウブス県はモンゴルの北方、ロシアと

の間のところです。ウブス県からはロシアまで、車

で 8時間で行けます。だから、ウブス県の人々がよ

くロシアへ買い物に行ったり、旅行に行ったり留学

したりすることが多いです。しかも、ウブス県の人

がロシア語が話すことができます。私の伯母さん、

父、母もロシア語が話せます。私も中学校からロシ

ア語の勉強し，母と一緒にロシアへ買い物に行って

いました。そして、ウブス県には沢山の湖がありま

す。モンゴルの一番大きな湖もあります。今は、国

内環境客が多く訪れる大人気な観光地になっていま

す。モンゴルでは海がないから湖が人気です。家族

にとっては三人兄弟の一番上です。弟が日本で設計

士として働いて居ます。妹が韓国に留学しています。

三人兄弟が三人とも外国に住んでいるので母親によ

く国に戻ってきなさいと言われています。 

3.日本との出会い：2011年に私は大学に入学しまし

た。当時の専攻はモンゴル語と日本語の研究でした。

七割がモンゴル語を詳細に勉強し、三割が日本語を

最初から学ぶことでした。大学の三年生の時、モン

ゴル語と関係するすべての科目を履修して終了いた

しました。ですが、日本語が初級から上げられませ

んでした。それで日本に留学しようと決めました。

2014年の 3月に日本に来て、日本語学校に入学しま

した。 

4.専門分野：現在私は、明海大学で経済学部の経営

経済を勉強しています。経営経済は何を勉強するか

といえば、ある企業や会社や事業をどんな形で運営

すればいいか、それを経済的に考えることです。し

たがって、会計、経理の仕事もできる能力がつく専

門です。 私はなぜ経済を選択したかというと理由が

あります。元専門は言語研究者でしたが、日本に来

てから丸ごと考えが変わりました。なぜならば、モ

ンゴルと日本の相違が多くあったからです。もっと

も違う点が、人が生活する環境としての便利さでし

た。サービス業界の発展、例えば、近くに多くある

コンビニストアの快適さ、清潔さ、品揃いなどでし

た。又、公共事業機関の遠さ、便利さ、法律的に事

業する形が素晴らしかったです。また別の例でいえ

ば、病院に行くとしたら健 康保険で七割安くされて

治療を受けることができるなどです。これは、やは

り国民が安全で快適生活を、実現できている状態で

す。しかし、母国を思うと空と土のように、異なっ

ていました。だから、ゆくゆくはモンゴルの社会を

改善させるために日本の経済学を勉強しようと思い

ました。 

5．将来の目標：目標は自分の専門に基づきモンゴル

の金融業界に貢献になることです。具体自的に言え

ば銀行に就職し、銀行システムを改善させたいです。

モンゴルにある銀行と日本の銀行と連携させて事業

すれば両方に利点があると考えています。まず今の

モンゴルの銀行事業状況を説明します。私はできる

だけ専門用語を避けて全体的にざっくり言います。

モンゴルでは銀行利子が高いです。そして銀行から

お金を借りる側が多いです。しかし 銀行にお金を預

ける側が少ないけれども金額が多いです。その結果

で国民が暮らすため銀行から借金時、高い利子に頭

を下げています。預金している少ない人がどんどん

お金持になっています。この形の不公平な銀行シス

テムにモンゴルが陥っています。だが日本の場合、

銀行に預金する人が多いが、利子が低いので借りる

側にも経済的な負担がかりません。日本の銀行の問

題は、利子が低いので利益は少ないです。従って他

国の銀行、企業などに投資することで利益を生み出



 

 

すことができます。つまり、日本とモンゴルの銀行

が連携することで両側が利益を得られると考えてい

ます。 

奨学金が支給され、どう役に立っているのかそれ

に対する感謝の思い 

奨学金をいただいて感謝の気持ちでいっぱいです。

皆さんありがとうございます。 ロータリーの奨学金

は生活に非常に役に立っています。特にコロナウィ

ルスの感染症が拡大するこの大変な時期に奨学金は

生活費を賄い、安定な生活リズムをさせています。

私は 4月から 6月まで 2か月間アルバイトもなく、

収入がぜんぜんなくなっていて奨学金がなければ生

活もできなくなる状態になっていました。今はアル

バイトしていた店が再開しアルバイトが通常通りに

できて、収入は前と同じではなくてもある程度入っ

てくるようになりました。ですが、学費という大き

な負担があります。奨学金のほとんどが学費に支払

われます。ロータリーの奨学金があるからこそ、今、

私は生活ができ、学費を払い、何も心配なく勉強に

集中しています。今は、2・3資格を取ろうとして勉

強に励んでいます。 皆様ロータリアン達に本当に心

から感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

川島 宭君 

 …来る 10月 22日で満 92歳になります。高齢で

すが、今後共宜しくお願い致します。 

内田裕雄君 

 …誕生日祝いありがとうございます。 

冨 一美君・小川佐内君 

 …結婚記念日祝いありがとうございます。 

齋藤逸朗君・土屋俊夫君・市原豊彦君・杉森幹男君 

倉石昌治君・安藤卓造君・上原広嗣君 

 …ビャンバさん、卓話ありがとうございました。 

本日計    29,000円 

累 計   143,006円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出席報告 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

例会日 会員数 出席 
出席率に 
用いる数 ％ 

10月 1日 28 20 26 76.92 

 


