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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2633 回例会 平成 26 年 11 月 21 日（金） 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      設楽 正行 会員 

◇ お客様 

米山記念奨学生  ムンクバトさん 

◇ ニコニコボックス 

鈴木 敏道 会員：初めてのニコニコです。夕方の便で上海に留学中

の長女に会いに行きます。半年ぶりです。また向こうでは友人にも会

う予定で、一緒に旬の上海ガニを食べるのが楽しみです。日中の更な

る関係改善に期待します。 

 

遠藤 英一 会員：第 1 回目のクラブ研修セミナーに多数の方にご参

加いただきありがとうございました。あと 2 回ありますので皆様のご

協力お願いいたします。 

 

沢田 喜信 会員：大変ご無沙汰しております。過日、結婚祝いをい

ただきました。ありがとうございます。 

 

佐藤 英雄 会員：先日はクラブ研修セミナーで DLを担当いたしまし

た。C チームはベテラン 2 人、中堅 2 人、比較的最近入会された方 2

人という構成でした。意見を聞くのに良いバランスで私自身も大変勉

強になりました。私の中で職業奉仕と 4 つのテストは別物だったので

すが、非常に奥深いものだったという事がわかりました。 

 

佐瀬 和年 会員：今回初めて DLをやらせていただきました。リズミ

カルに皆さんからお返事、お答えを伺えたということに大変ありがた

く思っています。今後とも積極的な発言をどんどん心がけていただけ

れば素晴らしいディスカッションができると思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 

石橋 菊太郎 会員：先週、インターアクトの国外研修の話をしまし

たが、第二弾です。夜来香 （いえらいしゃん） (Night fragrant flower) 

イエライシャン （花）という歌をご存知でしょうか？その花を実際に



2 

見ました。素晴らしい可愛い小さい花で、匂いはクチナシみたいでした。それがあるお店

での地元のロータリアン、高校生、大学生の交流の席へインターアクトメンバーを連れて

行きましたら、そこで上町出身の井上さんという方にお会い致しました。学年が一つ上の

方で、北京でしばらくボランティアをし、今は台湾にいらっしゃるそうです。世の中は狭

いなあと思いました。 

 

平山 秀樹 会員：今朝、成田山公園の梅林で梅の木の植樹式が

行われ参列させていただきました。同行事は平成３０年の成田山

開基１０８０年祭に向けてのもので昨年に続いて二度目だそうで

す。聞きましたところ、成田山には 五百本近い梅の木があるそう

で、それが大分古木になり咲く時期が遅れているので、少しずつ

植え替えをされているそうです。私は今回初めて参加させていた

だきましたが、大変素晴らしい事業だと思います。法要に朝から参加させていただき大変

清々しい気持ちで一日を過ごさせていただいておりますので感謝させていただきたいと思

います。二つ目は、父の本が皆様のお手元に届いたと多くの方々から暖かいお言葉や書状

をいただき、全て父の方に伝えさせていただいております。ニコニコの場で大変恐縮では

ございますが改めて御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは、日に日に寒さが増しているこの頃ですが、

逆らうかのように熱い選挙戦が始まろうとしています。判断基

準をしっかりと持って判断をしたいものです。 

さて、先週は今年度 1 回目のクラブ研修セミナーが、「私の

職業奉仕」をテーマとして、３チームの編成で RLI 方式により

実施されました。 

セミナー後の感想は諸岡委員からの発表と総評が行われ、

「いろいろな意見や考え方を聞くことができて良かった」、「落ち着いてゆったりした状

態で参加できた」、「今日の話し合いの続きがしてみたい」、「RLI 方式のディスカッシ

ョンは会社においても参加者の発言を引き出す参考になった」、「もっともっとロータリ

ーについて知りたくなりました」などなど素晴らしい反応に嬉しさを感じております。 

セッションでは結論を求めない、ＤＬは意見を言わないとのルールで進めましたが、ロー

タリーの「職業奉仕」の糸口は見つかりましたか？まだ 1 週間で頭が柔らかいと思います、

Ａチームの皆さんには質問させて貰いましたが、日本語で「職業奉仕」を原語・英語では

「ヴォケーショナル・サービス」となっています。なぜ、「ビジネス」又は「ジョブ」、

「プロフェッション」ではないのですか？という質問です。 

1920 年にロータリーは日本に上陸しました。大正の時代に「ヴォケーショナル・サービ

ス」を「職業奉仕」と云う表現にしたところ、してしまったところに遡ります。 

ロータリーの発祥はアメリカです。キリスト教の教えをプラスして「ヴォケーショナル・

サービス」を紐解けば、「なんだそうだったのか」と解りやすくなります。「ヴォケーシ

ョン」には神から授かった仕事、天職といった意味合いがありその仕事を真面目にする事

が自分に科せられた責任であり全ての人が全うすることにより社会が成立するというとこ
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ろから始まります。 

「ヴォケーショナル・サービス」も 1911 年の道徳律の制定に始まり時代と共にその重点

項目が変化してきました。そしてそれらが日本語訳され多くの人がそれを解説する事によ

り更に難しく思えるようになっていることが現実です。 

今、この「職業奉仕」の解説では大きく分ければ、3 派のものがあります 

１． シェルドン派．．．．．．「職業奉仕は経営方法であり実利的なものである」 

２． 天職派．．．．．．．．．「禁欲的プロテスタントの精神構造」 

３． 倫理派．．．．．．．．．「職業奉仕は職業倫理である」 

一昨年には長年慣れ親しんできた「職業宣言」が「ロータリアンの行動規範」に替わりそ

れも当初 8 項目だったものが半年で 5 項目に変わっています。 

職業奉仕について語り合えば、毎週 1 年間やっても時間が足りないでしょう、そして、そ

の意見の殆どが正解であると思います。 

意見が分かれたときは一つずつ原点に戻って考えてみて下さい。 

今、ホームミーティングが開催されており沢山の意見が出ています、そしてそれらの意見

も殆どが正解です。 

ロータリーには「寛容」というものがその根底にあります。「人の話を聞いて自分の意見

を言う」 

この繰り返しが大きな組織を一つのものにして進めることが出来ます。 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団  平野 省二リーダー 

諸岡靖彦会員より 106,000円一括寄付をいただきました。 

レートの関係から寄付をお考えの方は今月がお勧めです。 

 

◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・週報 成田ＣＲＣ 10 月分、成田空港南ＲＣ 10 月分、八街ＲＣ 9－10 月分 

・ロータリー米山記念奨学会より 

    ２０１３年度決算報告（2013.7.1－2014.6.30） 

事業報告書 

＜配布＞ 

・米山豆辞典 2014-15 年版 
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◇ 卓話 

 

私の日本へ留学とその後の研究について 

 

ボルジギン・ムンクバト（千葉大学） 

1.はじめに 

ロータリー米山記念奨学会から奨学金をいただきながら有意

義な留学生生活と充実した研究生活を送っております。今年

はクラブ支援奨学生として成田ロータリークラブには大変お

世話になっております。成田ロータリークラブの皆さんから

のご支援のお陰で 9 月に博士論文を提出することができまし

た。本当にありがとうございました。 

 

2.ジャパン・ドリーム 

私の日本人との出会いは中学校の時です。 

一人の日本人の留学生が私の実家に一年間ホームステイをしたことがあります。私の実家

は牧畜業に従事し、遊牧生活をしていました。遊牧民は、季節の変化や家畜の状態などに

応じて一年に数回、移動しながら家畜を追って生活をしなければならないのです。それが

遊牧民の宿命です。今考えれば彼はよくそんな電気、水道もない過酷な環境に慣れ、生活

ができていたと思います。彼は遊牧生活を体験し、モンゴル語を身につけることが目的で

ずっと草原の奥地で私たちと一緒に遊牧生活を体験していました。その年の冬休みに弟と

私は彼に日本語の平仮名、日常挨拶、日本の歌や昔話など沢山の事を教えていただきまし

た。教えていただいた童謡で「お馬の親子はなかよし子よしいつでもいっしょにポックリ

ポックリ歩く…」（童謡『お馬』）今でも鮮明に覚えています。その来る春の新学期が始

まると冬休みに身につけた日本の話を学校の友だちやクラス会などで発表していたことが

あります。 

初めて出会った外国人の彼は、私と私の家族皆の生活、勉学など人生そのものに大きな影

響を与えてくれたのは間違いありません。このような出会いを機会に私はやがて日本、日

本人に憧れることになりました。その彼の影響があって、私は日本に留学することになり

ました。 

日本での留学生生活は今年で 12 年目になります。日本語学校、大学、大学院に進み、今は

博士課程に在籍しています。大学ではことばと教育に関する勉強をしてきました。また、

日本の小学校、養護学校、介護施設での実習などに参加しとても貴重な体験をしました。

さらに、少数民族のことばについて研究を進めることになりました。日本の教育機関にい

ながら、故郷の状況をみることはとても斬新に感じられます。物事は立場や視点を変えて

みることによって光と影がそれほど鮮明になることに驚きました。それは、内モンゴルに

おける民族学校と教育の現状についてです。博士論文にその実情を取り上げて、分析する

ことでした。この研究を基盤に内モンゴルはもちろん、新疆ウイグル自治区、さらに視野

を広げてモンゴル国におけることばと教育にかかわる研究を進めて行きたいです。 
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3.研究について 

 21 世紀に入りグローバル化が進む中で、かつては

発展途上国であった中華人民共和国（以下中国）の

経済成長は軌道に乗り、国際社会の中で高い期待を

集めていることは周知の通りです。しかし、中国内

の少数民族が居住する地域での経済成長は、東部の

沿岸地域と比べると様々な面で格差を抱えていま

す。2000 年からその格差を埋めるために「西部大

開発」という国家プロジェクトが国家政策として実

行され、少数民族地域での資源開発が急速に進めら

れている状況です。少数民族地域では、「開発」と

いう大義名分のもとで環境破壊が進み、これにより

少数民族地域における生態系の破壊や伝統文化の

消滅が著しくなっています。少数民族地域での資源

開発に伴う内陸からの労働力投入で人口の激増を

生じています。「生態移民」、「禁牧」などの環境

保全を名目の政策による、牧畜民たちの開発地域へ

の移動、都市化の実行などによる町への移住は、当

該地域の人口構成や社会形態に様々な影響をもたらすものだと考えられます。 

内モンゴルにおけるモンゴル民族は、実情を見ると数々の課題を抱えていることが先行研

究にあげられています。近代化に伴う施設としての学校の実態や言語教育の多様化は、果

たして民族言語と文化の保護発展につながるのか疑問に思います。様々な政策が打ち出さ

れるものの、地方に十分に行き届いていないことが想定されます。モンゴル語の状況は、

使用範囲も利用者数も縮小しつつあることが知られています。グローバル化という今日の

状況の中で、民族のアイデンティティを保持し、発展させることは重要度を増しています。

内モンゴルで「モンゴル人児童の場合、習う言語が漢（漢語）、教科書が漢（漢文）、友

達が漢（漢族）という状況では、

考え方や文化、風習も変わって

いく」との指摘もあります。モ

ンゴル族の子どもが漢語で教

育を受けている状態は、理想と

反するものであると考えてい

ます。各民族や少数集団は、グ

ローバル化という大きな波に

順応するのではなく、それぞれ

の民族や小集団特有の文化を

保持し、他者と異なる特徴をも

つことによって独自の位置を

獲得すると考えられます。その

特徴となるものは、民族語、文

字や文化などで、いわゆるアイ

中国四大経済区 

 

 
東部 

 

 
西部 西部大開発 

 
東北 振興東北老工業基地 

 
中部 中部崛起計画 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Zhongguo_jingji_bankuai.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%9D%B1%E5%8C%97%E9%83%A8
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%8C%AF%E8%88%88%E6%9D%B1%E5%8C%97%E8%80%81%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%9F%BA%E5%9C%B0&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%B4%9B%E8%B5%B7%E8%A8%88%E7%94%BB&action=edit&redlink=1
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デンティティの源泉が核になると考えられます。 

モンゴル民族にとって文化の認識は、彼らの生活空間である大地、運命の象徴である天空、

生業の基盤である家畜に根ざした遊牧生活です。この三者のコンテクストによって育まれ

た精神の本源になります。こうした本源を背景に、モンゴル民族の伝統文化が継承され、

独特な自然観、価値観、宗教意識が生まれたと考えられます。多様な文化のコンテクスト

がモンゴル民族の民族的、文化的アイデンティティの形成及び継承に大いに相互作用しな

がら今日を迎えられました。しかし、グローバル化に伴い、環境変化、生活基盤の変容、

伝統文化の喪失などのさまざまな負の連鎖がモンゴル民族のアイデンティティの変容に大

きな影響を与えたと考えられます。こうしたおびただしい影響について「学校教育」、「母

語教育」、「瀕死に直面する言語の運命」という視点からの解明するアプローチを試みま

した。モンゴル民族の教育と言語使用は危機状況にあるという想定を念頭に置きながら、

綿密な現地調査、聞き取り調査、アンケート調査を施し、その実態を理解研究することに

しました。そして結論として①「牧畜地域における学校形態」、②「言語使用の実態」、

③「アイデンティティの変容」という 3 点から述べ博士論文にまとめることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 席 表 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

日暮 俊久、小川 賢、池内 富男、仲村 盛政 

小寺 真澄 各会員 
11月 3日 囲碁クラブ 

渡辺 孝 会員 11月 5日 成田コスモポリタンＲＣ 

近藤 博貴、佐瀬 和年、菊地 貴、渡辺 孝 

小宮山 四郎、仲村 盛政、後藤 敦、小寺 真澄 

佐久間 高直、小柳 政和、甲田 直弘 各会員 

11月 17日 ７、８班ﾎｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

松田 泰長、神﨑 誠、石橋 菊太郎、遠藤 英一 

橘 昌孝、成田 温、平野 省二、佐瀬 和年、喜久川 登

本宮 昌則、小川 賢、設楽 正行 各会員 

11月 21日 長期計画（CLP）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 

６６ ６５ ４１ ２４ ６３．０８％ 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 

 

西部大開発（せいぶだいかいはつ）は中国において東部沿海地区の経済発展から取り残された

内陸西部地区を経済成長軌道に乗せるために中華人民共和国国務院が実施している開発政策

及びその結果としての経済動向を指す。その政策は、2000年 3月の全国人民代表大会で正式

決定されたもので「西電東送」、「南水北調」、「西気東輸」、「青蔵鉄道」の 4つが目玉プロジェクト

となっている。 

フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E5%8B%99%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%B0%91%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%9B%BB%E6%9D%B1%E9%80%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%B0%B4%E5%8C%97%E8%AA%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%B0%97%E6%9D%B1%E8%BC%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E8%94%B5%E9%89%84%E9%81%93

