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「奥様お誕生日祝い」
土屋俊夫会員 令夫人 ひとみ様
金髙盛二会員 令夫人

和子様

前川成吉会員 令夫人

幸子様

プログラム
第一例会につき 誕生日・結婚記念日祝い
米山記念奨学会特別寄付 感謝状贈呈
第 16 回 米山功労クラブ 成田空港南ＲＣ
第 16 回 米山功労者

青柳 誠会員

第 3 回 米山功労者

前川成吉会員

各委員会報告
卓話「モンゴルの文化について」

土屋会長 / 前川会員 / 金髙会員

ﾁｭﾙｰﾝﾊﾞﾄ ﾋﾞｬﾝﾊﾞﾂｪﾂｪｸﾞさん（zoom にて）

○米山記念奨学会特別寄付 感謝状贈呈

誕生日・結婚記念日祝い

第 16 回 米山功労クラブ 成田空港南ＲＣ

「会員誕生日祝い」
8 月 杉森幹男会員

古西弘和会員

市原豊彦会員
9 月 向後雅生会員

越川 忠会員

伊藤元雄会員

土屋会長

伊藤会員 / 土屋会長 / 古西会員 / 越川会員

第 16 回 米山功労者

青柳 誠会員

すが。リアルな会合が困難な状況の中是非検討した

第 3 回 米山功労者

前川成吉会員

い課題です。本日は米山記念奨学生のビャンバーさ
んによる ZOOM での卓話がありますが、これもオン
ラインによる卓話のトライアルですのでご協力お願
いします。

理事会報告
第 3 回定例理事会
日時：令和 3 年 9 月 2 日（木） 午前 11：00～
場所：あづま庵
議題
土屋会長/ 青柳会員/ 前川会員

第 1 号議案．8 月度会計承認の件
・承認されました

会長挨拶

第 2 号議案．第 2 回役員会の報告
・承認されました
第 3 号議案．緊急事態宣言延長による影響に対して
・短縮例会の提案
・会議の際、会食ができないので弁当対応に
・会食の時間を削除するので例会が 30 分～45 分
程度へ
・zoom を使用して例会の蜜を避ける
・卓話もオンラインを利用する

一月ぶりの例会です。まず事務員田添さんおのお父

・メイキャップはオンラインでも可能にする

上、土屋卓さんより冷蔵庫をいただきましたので報

・例会卓話内容が重要になる

告いたします。早速お茶を冷やしていますので事務

第 4 号議案．9 月事業計画について

所に立ち寄りの際はご利用ください。8 月休会中に

・野球観戦 → 9 月は中止

あった事でオリンピック、パラリンピック、甲子園

・海岸清掃 → 中止

の全国高校野球大会の頑張に感動した方も多いと思
います。
他方米軍のアフガニスタン撤退による混乱、
まだ終息がわからないコロナウイルスによる災禍な
ど、将来への不安・不満の方が多いと思います。さ

第 5 号議案．Zoom 有料契約について
・承認されました
第 6 号議案．地区大会における選挙人選出の件
・会長に委任することで承認されました

てロータリークラブにおいは、休会続きで気が抜け
たような状態で 8 月何もしないのは避けたかったた
め、無理に会員を巻き込み ZOOM によるオンライン
をやってみました。その際いろいろな問題点が浮か
び上がりましが、小規模な発信が誰でもできるので
面白かったです。情報の提供もロータリークラブ例
会の重要な役割ですが、何がオンラインで発信でき
るか取り組むこともこの時期大切な事です。中学校
や高校にある放送部のように我がクラブでも放送委
員会があるといろいろなコンテンツを作り発信でき
ますが、クラブ広報委員会でチャレンンジしたらい
かがでしょうか。興味を引く面白い内容、役にたつ
内容でなければならないので、苦労はすると思いま

幹事報告
○例会のお知らせ
・八日市場 RC ・茂原 RC
○活動計画受領クラブ
・旭 RC ・大原 RC
・大網 RC ・多古 RC
○会報・週報受領クラブ
・佐原 RC ・小見川 RC
・成田コスモポリタン RC ・八日市場 RC
○ガバナー事務所より
・地区大会記念誌
・公式訪問・活動計画書送付のお礼

卓話
「モンゴルの文化について」
チュルーンバト ビャンバツェツェグさん

2．モンゴル帝国時代：1206 年にチンギス王様がモ
ンゴル帝国を建国された。チンギス王様の本名はテ
ムージンであり、1162 年にモンゴル族長の長男とし
て生まれた。そして 1206 年 44 歳で 81 の様々の遊
牧民族を統括してチンギスという名乗りを受けて天
命を宣言された。
（チンギスとは名乗）1206 年から
1227 年に死亡に至るまで世界中を攻めていった。チ
ンギス王様の時ヨロアジアとアジアを支配していた
がその次の王様ウグーデイ（チンギス王様の次男）
、
次の次の王様フビライ
（モンゴル帝国三代目の王様、
チンギスの勇者）の時世界の半分をモンゴル帝国が
支配していたと歴史に残っている。

1．モンゴルの歴史要約
○モンゴル帝国以前時代
○モンゴル帝国時代
○清王朝の植民地になった時代
○1924 年王国から政治形態国 1924 年王国から
政治形態国へ
○1990 年民主主義の革命時代
○現在
モンゴル歴史
1．フンヌ帝国時代：モンゴル帝国の前時代をフンヌ

3．清王朝（満州族 まんしゅうぞく）の植民地時代

（hunnu） 帝国時代という。フンヌとは遊牧民族で

清王朝国は 1644－1911 年まで中国とモンゴルを植

ある。紀元前 209 年に 24 アイマグ（民族）が合併し

民地にしていた満州族です。1644 年の時モンゴルが

フンヌ帝国を成立した。フンヌ帝国の王様は Modun

南モンゴル
（現代の内モンゴル）
、
ハルフモンゴル
（現

Shanyu. そのこっきょうは現在のモンゴルのオル

在のモンゴル）
東モンゴルと三つにわかられていた。

ハン県にあったと研究されている。(Hanngai nuruu ,

最初に南モンゴルそしてハルフモンゴル、最後に東

Orhonii hundii)

モンゴルが満州族に支配された。その時の天皇はリ
グダン王様であり、
モンゴルの最後の天皇であった。
モンゴルは 267 年間植民地になり人口も減り、教育
も受けられない、国民全員が貧困層になっていた。
1911 年に清王朝国が倒れた。従ってモンゴルも中国
も独立した。1911 年にモンゴルの人口が 100 万人も
足らなかった。

フンヌ帝国の所在地は、南方は Han 帝国（中国）
、東
方は韓国、北方はバイガル湖（ロシア）西方は Il
tarvagatai までであった。
53 年にフンヌ帝国は国内戦争と Han 帝国の影響で 2
国に分散されてしまった。そして 93 年にシヤンビ
国に包囲された。

清王朝国を抵抗していた人々が虐待されていた。

モンゴルの 2 つの伝統的なお祭り
文化の一つはやはり伝統的な祭りです。モンゴルで
は 2 つの伝統的なお祭りがあります。1 ナーダムで
す。ナーダムとは夏に行われる大祭りです。歴史的
には 13 世紀チンギス天皇の時代からナーダムを祝
いしています。ナーダムの特徴は 3 つのスポーツ大
会が行われることです。モンゴル相撲、競馬、射法
の三つです。ナーダムが 3 日間続けます。その時こ
の 3 つのスポーツを鑑賞します。そして食べなけれ
ばいけないものもあります。ナーダムといえば先ず
植民地になったからの国民の暮らしの画像

はホーシュール、アイラグ、ホルホグです。ホーシ
ュールは細かく刻んだ羊肉を塩、ネギ、ペーパーで

4．
（国民の革命）1924 年王国から国家へ

味付けして麺の中に入れて焼いたものです。アイラ

1924 年にロシアから協力を求め、天皇を抵抗し、新

グは馬乳酒です。ホルホグは焼き鳥みたいの羊の焼

たな政治が誕生した。モンゴルが社会主義になり、

肉です。

ロシアの支援、協力で初の学校、病院、銀行などを

正月

作り始めていた。

モンゴルは正月を 13 世紀から祝いしてきました。
モンゴルの正月は冬 2 月に行われる。正月は基本的
に 3 日間続きます。田舎のほうには 15 日も続ける
ことがある。元旦には家族全員で親戚の中で一番年
上の人の家に訪れ、そしてその次の年齢の人の家に
訪れます。こういう風に順番に家から家へ訪れてい
きます。正月の挨拶は普段より違うのです。年上の
人の両手を自分の両手で支えるように上げます。そ
して年上の人が年下の人のほっぺに軽くキッスみた
いの行為をします。何を食べるかというと。もちろ
んテーブルいっぱい色々な美味しいものが揃ってい
るのが絶対食べなければいけないのがブーズです。
ブーズとは日本の小籠包みたいのものです。味もほ

5．1990 年民主主義への革命

とんど似ています。刻んだ肉をネギ、ニンニクなど

1990 年に民主主義を支援する国民が革命をおかし

で味付けして麺で包んで炊いたものです。

た。そして今の政治ができた。

観光地
モンゴル観光地代表的な五つのところを紹介してい
きます。
1．テレリジュ国立公園。テレリジュの特徴は首都ウ
ラーンバトルと近いところです。車、バスで 2 時間
ぐらいかかります。モンゴル緑自然の中でゲルに滞
在しながらモンゴル料理を楽しめる。
2．ゴビ砂漠。ラクダに乗れる。
3．フブスグル湖。モンゴルの一番大きくて綺麗な湖
です。長さは 136 キロメートル、広さは 36 キロメー

民主主義の革命

トル、深さは 228 キロメートルです。沢山の山で囲
まれた自然でシーフードもたべられます。トナカイ
がある。
4．ツオンジン ボルドグ チンギス天皇の大像

5．ハルホリム昔の首都の残りー13 世紀の首都の建
築があるところです。

ニコニコボックス
越川 忠君・古西弘和君・伊藤元雄君
…誕生日祝いありがとうございます。
土屋俊夫君・前川成吉君・金髙盛二君
…妻のお誕生日祝いありがとうございます。
青柳 誠君
…気温の高低差が激しいので体調管理に気を付け
ましょう。
倉石昌治君
…ゴルフで早く 110 を切れるようになりたいで
す。
安藤卓造君
…ゴルフに燃えております。
石井敬二君
…皆さんお久しぶりです。

本日計
累 計

22,000 円
77,000 円
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