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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2580回例会 平成 25年 10 月 11日（金） 

◇ 月初めの報告、お願い 

 ・出席奨励・退会防止 平山 秀樹 委員長より  先月の出席率 79.17％ 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 小澤 美良 会員より 

 楽しい例会にするためにご協力をお願いいたします。また、２５日の例会からネクタ

イ、徽章の着用をお願いいたします。 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ お客様紹介 

成田コスモポリタン・ロータリー・クラブ 越川 和哉 様、加瀬 邦雄 様 

市川ロータリークラブ 川島 泰文 様 

米山記念奨学生    ムンクバト 君（卓話者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 誕生日 

諸岡 靖彦 会員、日暮 俊久 会員 

深堀 伸之 会員、逆井 哲也 会員 

藤﨑 壽路 会員（欠） 

＜前回分＞ 

吉田 稔 会員、小澤 美良 会員 

甲田 直弘 会員 

◇ 結婚記念日 

細矢 正雄 会員、日暮 俊久 会員 

飯田 正雄 会員、佐久間 高直 会員 

諸岡 靖彦 会員、小泉 英夫 会員 

長原 正夫 会員、吉田 嘉浩 会員 

角田 幸弘 会員、加瀬間 俊勝 会員（欠） 

横田 匡彦 会員（欠）、橘 昌孝 会員（欠） 

越川 和哉会員 

 

加瀬 邦雄会員 

 

川島 泰文会員 
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◇ ニコニコボックス 

吉田 稔 会員：先週、台湾への親睦旅行に妻と初めて参加させてい
ただきました。食事の後にマッサージへ行ったのですが、行き違いにな
ってしまい、私だけ戻ってこないという事で皆様に大変ご心配をおかけ
いたしました。また、例会の懇親会では大抽選会が行われ、小澤会員の
ご厚意により提供いただいた特賞のＡＮＡ旅行券が妻に当たりました。
ありがとうございました。 

 

小澤 美良 会員：１０月１日、新しい会社が設立しました。 従業員
数が１，９００名、パートナーの数を合わせますと１，８００名、合計
３，７００名。私は代表取締役社長となり、身が引き締まる思いです。
これからも是非みなさんのご支援宜しくお願い致します。成田の空港の
中では、一番大きい会社ということになると思います。そういうことも
ありテレビの取材が入りました。ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）、

テレビ東京の報道番組です。１６日に放映予定です。是非、ご覧になっていただけたらと
思います。合わせまして、台湾への親睦旅行にわたしも初めて参加させていただきまして、

とても楽しかったの一言です。高雄では１８メートルの巨大なアヒルとも遭遇いたしまし
た。ＡＮＡをご利用いただき誠に有難うございました。感謝の意を込めましてニコニコい
たします。 

 

大澤 浩一 会員：１０月７日、本校の１１５周年式典がございまし
た。これは校舎の整備事業の完成もかねておりました。遠藤会長はじ
め、成田幹事、ご縁のある方々に多数出席していただきまして、無事

終了することが出来ました。本当にありがとうございました。またこ
れから新たな歴史を刻んでいくわけですが、今まで同様、ご支援いた
だければありがたいと存じます。 

 

平山 秀樹 会員：本日、例会の直前まで公津の杜の「もりんぴあこ
うづ」で弊社と弊社の協力会社会の平友会で技術研修会を開いており
ました。今年のテーマは“成田の街づくり”ということで諸岡靖彦会員
のご長男である信保様に講演をいただき、１００人近い参加で大変充

実した勉強会となりました。研修会では、ファミリービジネスネット
ワーク協会さんが成田に何故こんなにも老舗の企業が多いのかという

ことで成田を研究し作成したＤＶＤ「DivineTies」（神々の愛した絆）を上映しました。
DVD により諸岡靖彦会員、滝澤会員にもビデオ出席をいただき、成田の発展、繁栄の方向
についてみんなが力を尽くすということを力強く語っていただき、非常に感銘を受けまし
た。ご講演、DVD 上映、ディスカッションと大変、充実した内容で技術研修を無事に終え
ることが出来ました。ありがとうございます。 

 

遠藤 英一 会長：高雄での福引でＡＮＡさん提供の旅行券が私の家内に当たってしまい
ました。誠に申し訳ありません。一言お詫びを。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんにちは。先週の１０月３日の木曜日から５日の土曜日まで台湾へ親睦旅行に行

ってまいりました。今回は飯田親睦リーダーの考えもあり、一連の台湾観光に加えて、現

地台湾のとくに南部では台湾の国民から「華南平野の父」とまで尊称されているひとりの

日本人、八田與一さんの台湾での事業について研修し、改めて八田與一さんの功績を称え

ようとする旅行でもありました。 
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６０年来の鉄道ファンを自認する私にとっ

て嬉しいことですが、台湾も日本の新幹線と同

じ車両が走る台湾高速鉄路の発足により台北

から南部の高雄まで、最速で１時間半ほどで結

ばれることになりました。台北での１日目はあ

いにくの小雨模様でしたが、定番の故宮博物院

から中山記念堂の見学、そして龍山寺の拝観と

無事にスケジュールをこなし、夜は当地の最高

のブランド店で飲茶の豪華な夕食を楽しみま

した。 

翌日は、好天にも恵まれ台北から台湾高速鉄路にて嘉義を経由して、今回の旅行の目的

地の１つである、烏山頭水庫（ダム）に向かいました。ここは、八田與一さんという日本

人が尽力して作り上げた１つの貯水池でもあります。しかし、この大きな貯水ダムと縦横

無尽に開発された灌漑水路のおかげで、それまで水は、玉山（旧 新高山）など富士山を

上回る３千メートル級の山が連なる中央高地から東西の東シナ海と台湾海峡に流れ出てし

まうために、水不足に苦しめられてきたこの台南以南の華南平野が非常に豊かな穀倉地帯

となったそうであります。ダム本体を見学し、関連した施設を見、ガイドさんから数々の

歴史の説明を受けて、私も改めて勉強になりました。 

その晩は、高雄のホテル内のダイニング・ルームで例会と、豪華な海鮮料理を食する懇

親会、そして親睦委員会提供のいくつかの余興を楽しみました。その後、足裏マッサージ

や全身マッサージ、あるいは高雄最大の六合夜市をひやかしたりして楽しい夜を過ごしま

した。 

そして、最終日は台湾高速鉄路にて台北に戻り、台風２３号の影響が出る直前に羽田を

経由して、無事、成田に戻ってまいりました。行き帰りの飛行機の中、移動中のバスの中

の様子は推して知るべし、全体の記念写真に写っていない方もいますが、あえて申し上げ

ません。今回の旅行に際しては、羽田でのラウンジの利用、そして台北支店長様のお気遣

い等、表裏に係らずＡＮＡ様そして小澤会員に大変お世話になりました。本当にありがと

うございました。とりあえず、以上が今回の親睦旅行の簡単な報告ということになります。

改めて諸岡クラブ管理運営委員長、飯田リーダーを始め親睦委員の皆様ありがとうござい

ました。 

 本日は月初め例会でもあり、また、成田国際空港株式会社の石指様の入会式も控えてお

りますので、「一言、言わせろ」コーナーは中止とさせていただきます。 

 最後になりましたが、市川ロータリー・クラブの川島様、成田コスモポリタン・ロータ

リー・クラブの越川様、加瀬様、そして米山記念奨学生のムンクバト君、ようこそ成田ロ

ータリー・クラブの例会にお越しくださいました。楽しい時間をお過ごしください。 

  

◇ 表彰 

米山記念奨学会第 2 回マルチプル 佐久間 高直 会員 
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◇ 奨学金の授与 

米山記念奨学生    ムンクバト 君 

 

◇ 入会式 

石指 雅啓（いしざし まさひろ） 会員  成田国際空港株式会社 取締役 

推薦人 福田 朗 会員、小澤 美良 会員 

顧 問 石橋 菊太郎 会員 

所属委員会  クラブ広報委員会 

         ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

職業分類   空港管理 

ただいま入会を認めていただきました成田国際空港株式会

社の石指雅啓と申します。歴史と伝統のある成田ロータリー

クラブに入会できまして大変光栄に思っております。私は、

成田国際空港株式会社の総務・人事と広報、コンプライアン

スが担当です。生まれてから１６か所に生活の拠点を持ちま

して、生まれたのは西の端が鳥取県、東の端が成田というこ

とになります。それぞれの地域で色々な思い出がありますが、

どこへいってもこういうサラリーマン生活をしておりますと、転勤が必須であります。そ

れぞれの地域でずっと生活をしておられ、その地域を愛し、その地域と共に暮らしておら

れる皆さんを見るといつも羨ましく思っておりました。今回成田ロータリークラブに入会

させていただきましたので、いろんな方とお話をさせていただき、自分としても、この成

田の生活楽しくを高めていきたいと思っております。仕事のモットーは『成田空港は地域

と共に発展する』。先ほど紹介の中にもございましたが、８年ぐらい前に国の職員として

成田の仕事に携わったこともございますし、考えてみれば、別の仕事をしておりました時

には、ご当地ナンバーという制度を作りかけて、最終的には異動してしまいましたが、Ｎ

ＡＲＩＴＡナンバーがこんなに増えるとは思いませんでした。他の地域のナンバーも作り

ましたが、成田は自動車に乗る方、買う方が増え、それが活力の証になっているのではな

いかと思います。これからも成田が発展するよう空港の一員として努力をして参りたいと

思いますし、また成田ロータリークラブのメンバーとしてクラブの皆さんと楽しく時間を

過ごしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

◇ 成田環境ネットワーク  出向者 平野 省二 会員 

第２５回印旛沼クリーンハイキング 

１０月２０日（日）成田市北須賀甚平衛公園 

１２名参加予定 ジャンパー着用 

受付係 平野、矢島、成田、角田、喜久川 各会員（集合時間８時） 

それ以外の方は９時までにお願いいたします。 

 

◇ クラブ広報委員会   佐藤 英樹 リーダー 

１０月は職業奉仕月間です。ロータリーの友 １０月号に職業奉仕とは「ロータリーの真

髄」と書いてあります。入会３年未満の私も職業奉仕の本当の言葉の意味を理解できてい
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ません。その中で８ページに“私が考える職業奉仕”ということ

で日本全国の会員の方の経験、考えが８ページから１４ページま

で掲載されております。特に３年未満で、まだご理解できていな

い方は、是非、この職業奉仕の意味をご理解頂きたいと思います。

もう一つ、１０月２１日、午後 6 時、成田Ｕ－シティホテルでメ

ディア定例協議会があります。成田ロータリークラブとメディア

との関係をもっと深めた懇談会にするために質疑応答の時間を

多くとり充実した協議会にしたいと思います。 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

≪回覧≫ 

１．富里 RC   10 月例会変更のお知らせ                 

２．白井 RC      例会場、日時変更のお知らせ                

３．成田コスモポリタン RC          週報                                         

４．多古 RC                        週報                 

５．桐生西 RC より井本様葬儀の際のお礼と週報が届いています         

６．国際交流コンサート協賛のお礼  

７．印旛沼クリーンハイキング案内書                 

≪連絡≫ 

１．ムンクバト君帰国時のおみやげ（酒、アメ）をいただきました。 

２．クールビズは１０月１８日までです。                                        

３．例会終了後、理事役員会を行います。 

 

◇ 卓話に際し 堀口 路加 カウンセラー 

米山奨学生ムンクバト君のカウンセラーを仰せつかってい

る堀口です。１０月６日（日）～７日（月）にかけて米山梅吉

記念館研修探訪旅行で西伊豆から富士山・河口湖、忍野八海と

旅行してまいりました。 

 今年度、地区の米山奨学生は新規１８人、継続５人、計２３

人（中国１１人、インドネシア１人、マレーシア１人、タイ１

人、ベトナム３人、韓国４人、モンゴル２人）の奨学生がいて、

中国の奨学生の約半数は少数民族の学生です。普段は１２の大学に分かれて普段は勉強し

ているようですが、ＳＮＳサービスの一つであるＬＩＮＥでつながって交流しているよう

です。夜の交流会ではびっくりするほど積極的にカラオケを歌い、それがみな大変うまく、

大学の勉強より熱が入っているのではないかと心配するほどの熱唱ぶりで大いに盛り上が

りました。 

日本とこれらの国々、特に中国や韓国は領土問題や戦争責任を巡ってくすぶっている問

題はありますが、一人ひとりの奨学生とロータリークラブ、ロータリアンとの関係はそう

した問題を乗り越えて、将来にわたって良い関係を作り、相互理解の基礎になるものと私

は実感しています。ムンクバト君はこうした奨学生の中でもリーダー役を果たし、地区の

米山学友会の理事にも推薦され、研修旅行においてもみんなのまとめ役を果たしてくれて
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いました。１１月２１日は富津西ロータリークラブ、後日船橋西ロータリークラブでも卓

話予定です。 

先月末、ムンクバト君の件で臨時の理事会を開いていただきました。彼は千葉大学博士

後期課程３年次に在籍していて、奨学金期間は１年間しか申請できませんでしたが、あと

１年で博士論文を提出し、博士の学位を取得できる見通しであること、研究テーマ、研究

に取り組む姿勢も留学生の中でも一、二といっても良い程優秀な学生であると指導教授か

らも推薦いただき、米山奨学生としての志や貢献も認められ、来年度はクラブ支援米山奨

学生として成田ロータリークラブから推薦いただくことを決定していただきました。御理

解くださった会員の皆様、応援して下さりお力添えをいただいた会員の皆様に心からお礼

申し上げます。 

今日はムンクバト君から故郷の中国内モンゴル自治区の様子や自分の研究テーマなどに

ついてパワーポイントで写真を交えながらお話しいただきます。 

これからもどうぞ親睦を深め、将来日本と内モンゴル自治区の懸け橋としての中心的な

役割を果たしてもらえるよう期待したいと考えます。ではムンクバト君よろしくお願いし

ます。 

 

◇ 卓話  米山記念奨学生  ムンクバト君 

成田ロータリークラブのみなさんのご支援とご指導ありがとうございました。米山記念

奨学生となって半年が過ぎました。お陰様で、充実した留学生活を送っております。色々

な人との出会いがあり、大変心強いです。また奨学生同士の色々な交流ができて大変うれ

しいです。今日は、時間がありませんので内モンゴル自治区、モンゴルの四季、衣装、私

の研究している内容について簡単にお話ししたいと思います。 

 

★内モンゴル自治区について★ 

内モンゴル自治区は中国の北部に位置し、モンゴル国に隣接しています。総面積は

1,183.000 ㎢で、日本の三倍です。人口は 23,840,000 人です。その中で漢族が 79%、モン

ゴル族が 17%で、その他に満州族、回族、ダウール族が居住しています（2004 年）。内

モンゴル自治区と言っても自治区全土ではモンゴル族が 2 割を満たない状況です。牧畜地

域にはモンゴル族の人口が比較的高い割合をしめています。例えば、西ウジムチンの場合

は、モンゴル族が 68%をしめて、とても高い割合をしめています。そして牧畜地域にいけ

ばいくほどモンゴル人の人口が比較的に高い割合をしめます。 
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★四季★ 

では、牧畜地域の四季をみてみたいと思います。牧畜地域では春の一番大事な仕事は家

畜の出産です。それは五畜（馬、牛、ラクダ、羊、ヤギ）の出産です。牧畜民は家畜に頼

って生活を営んでいるので、家畜をとても大切にします。また、夏先に家畜の毛刈りでと

ても忙しい時期があります。ヤギからカシミヤを取り、羊とラクダの毛刈りを行います。

それを売れば収入になります。夏になると、乳製品作りが本格的になります。家畜の乳を

搾り、飲み物、チーズ、バターなども作り、貯蔵します。近年は馬の乳がとても人気を集

めています。馬の乳を搾り、発酵させて飲み物にします。栄養分が多いので市場価格も毎

年上がっています。夏にはやはり祭りです。モンゴル語で祭りを「ナーダム」と言います。

祭りではモンゴル相撲、馬のレース、弓ひきが基本的な種目です。馬のレースは基本的に

子どもが乗り、長距離を走ります。大規模な祭りであれば 30 キロの片道を走ります。また、

馬の年齢や馬の走り方でいくつかの種目に分け、距離も変わります。レースに参加する馬

の数や祭りの規模によって、ベスト 8~32 位に走ってきた馬の持ち主が表彰されます。賞

品は家畜、お金、品物などがあります。近年は祭りに音楽祭、馬の文化祭などもあり内容

が多様化しています。秋になれば、家畜用餌のための草刈を行います。それは 8 月中旬か

ら 9 月下旬まで続きます。各家庭は自分の持っている家畜の数によって貯蔵する草の量が

違います。また秋には春から大事に育ててきた家畜を売ります。それは一年のもっとも大

事な収入源です。冬になれば家畜の屠殺があり、各家庭の冬用食肉を貯蔵します。 
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★民族衣装★ 

次に、モンゴル人の民族衣装についてお話します。モンゴルの民族衣装は、布、絹、毛

皮を素材にしてつくり、季節によって使う素材が異なります。ウジムチン地域では素材の

違いから着物をチャムチ、テルリグ、ジャブチャ、デールと分けています。帽子、着物、

ブーツが一セットになります。モンゴル衣装は子ども用、大人用で色も華やかでデザイン

も地域によって様々です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★研究内容★ 

近年、内モンゴルでは経済的発展、開発の名目で自然生態、文化生態が変わりつつあり

ます。私は、教育、言語教育の視線から内モンゴルの実態をみていきたいと思っています。 

本日はご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登 会員 １０月３日 大分 日田ロータリークラブ 

堀口 路加 会員 １０月６日～７日 米山研修探訪旅行 

吉田 稔、仲村 盛政、矢島 紀昭 各会員 １０月７日 地区大会記念ゴルフ 

平山 金吾 会員 １０月８日 富里ロータリークラブ 

渡辺 孝 会員 １０月９日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ６１ ４４ １６ ７２．１３％ １００％ 

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 

 


