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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 2587回例会 平成 25年 11 月 29日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      甲田 直弘 会員 

◇ お客様紹介 

        スペシャルオリンピックス 金子 栄子 様 、石川 義三 様 

         米山記念奨学生    ムンクバト 君 

        元米山記念奨学生   シルネン 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：俳優の神田正輝が司会している“朝だ！

生です旅サラダ”という番組（テレビ朝日、毎週土曜日の朝８：
００～）が先日、成田を紹介して下さるということで、当店で
食事をしていただきました。レポーターとして勝俣さんが当店
を訪れ、大騒ぎをして帰っていきました。１１月はぴったんこ
カンカン、１２月は旅サラダ、成田が全国区で取り上げられて
いくことを喜ばしく思うと同時に、もっと成田を盛り上げてい
けたらと思いニコニコいたします。  

 

平山 秀樹 会員：ゴルフが苦手で出るたびにブービーかブ
ービーメーカーだったのですが、ある方から年齢的な事もあ
るし、このままでは人格を疑われると言われ、クラブを変え、
本を読み、練習場に通い、ＤＶＤを観て、朝も必ず早めにい
き練習しましたところ、スコアが３０縮みました。皆様と比
べると大したことはないのですが、これで多少、人と回らせ
ていただけるところにきたかなと思いました。早速２０日の

ゴルフ同好会にも参加させていただき、皆様と一緒にゴルフ
をやらせていただけたらと思います。 
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◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様こんばんは。今日は成田幹事ともども習志野ロータリークラブの創立５０周年記念

式典会に出席していたのと、第５週目でもありますので、特例として夜間例会とさせてい

ただきました。 

先日、仲間と総勢１２人で出雲の大社（いずものおおやしろ）へ行ってきました。今年

は平成の大遷宮ということで５月頃より数々の行事が行われていますが、いろいろ詳しい

仲間の１人の「次回６０年後の遷宮のときには誰も残っていないはずだし、そろそろみん

なの関心も薄くなって空いているはずだから、温泉１泊で行って来よう。」の一言で、旧

暦の１０月末日は新暦の１２月２日なので旧暦の１０月中、つまり、出雲は神在月（かみ

ありづき）でその他の地方は神無月（かんなづき）中に参拝する計画を立てました。 

 ところが、完全な予測違いで、成田ロータリークラブの親睦旅行で泊まった出雲の近く

の玉造温泉はどこもしばらくは予約で一杯、出雲空港の航空券もとれず、結局、行きは鳥

取空港、宿泊は鳥取県内の皆生（かいけ）温泉、そして帰りは米子空港からと、鳥取県と

島根県の県境を２日のうちに４回出入りすることになってしまいました。 

 私も都合５回目ほどだと思うのですが、これほど混雑した大社（おおやしろ）は初めて

でした。そこで新たに仕入れた知識は、大社の遷宮は６０年ごとに行われるのですが、こ

の遷宮は、伊勢神宮の遷宮が日本古来の建築技術の伝承をも目的として、まったく新しい

場所に新たに造られた居所に神様が移られるのとは異なり、次回６０年後の遷宮までは持

たないものと考えられる箇所を大修繕するとのことです｡また、改めて成田コスモポリタン

ロータリークラブの宮崎会員に教えていだきたいところですが、大社の宮司の職は先祖

代々１家系が相続するとのことです。 

 なにはともあれ、大社の作法はよく行われる二礼二拍手一礼に対して二礼四拍手一礼で

あることも初めて知り、今まで何をしていたのかということで、たまには真面目に過ごそ

うと、相当な玉串料を献じて、御本殿の中でお祓いを受けることとしました。荘厳かつ広

大な御本殿の中では、それぞれのグループの代表者の氏名が読み上げられ、玉串を奉じま

した｡私も成田に住みながら宗教関係に弱いのですが、その作法は成田山新勝寺にて大護摩

を焚いていただく際の作法と相通ずるようなところがありました。その後、お札をいただ

き、神様のお住まいといわれる東西の十九舎の扉が開いていること、つまり、神様が皆、

出雲の地に集まっている神在月であることを確認して、あまりの強風に耐えられず退散す

ることとしました。 

 この２日間、山陰地方はすでに冬の様相で、

朝は厚い雲に覆われていたのが、突然陽の光が

射したかと思うと、いきなり北西からの強風と

雨、時々アラレと、かの伯耆大山は２日間その

麓すら姿を見せませんでした。松江地方はその

晩、初雪を記録したとのことです。その代わり

に、往復とも上空からの富士山の眺めは最高で

した｡ 

 

 この後、前回時間足らずに終わった、米山記

念奨学生のムンクバト君の卓話が予定されて
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おりますので、本日の「一言、言わせろ」コーナーは、中止とさせていただきます。今後

とも、活力に満ちた楽しいクラブを目指して、皆様方のご提案あるいはご不満をお寄せい

ただきたいと思います。 

 最後になりましたが、「スペシャル・オリンピックス日本・千葉」の金子栄子様、石川

義三君、実は石川君とは中学校、大学の同期で４０年以上になりますが、「スペシャル・

オリンピックス」の組織や歴史について具体的に聞いたのはほんの半年ほど前です。個人

オリンピックス」に関する記事が掲載されており、今日の資料の一部として各テーブルに

配布されています｡また、米山記念奨学生のムンクバト君と奨学生ＯＢのシルネン君、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。 

 

◇ スペシャルオリンピックスへ協賛金の授与 

スペシャルオリンピックス日本千葉の金子栄子と申します。皆様から多大な協賛金をい

ただきまして、ありがとうございます。感謝申し上げます。２００５年冬季の世界大会を

長野でいたしました。その時、サポーターやファミリーで成田空港には１万人を超す方が

いらっしゃり、ＪＡＬ、ＪＡＬホテルズ、関連ホテルなどで受入れの協力を頂きました。

その時、スペシャルオリンピックスを知っていただき、趣旨等をご理解いただき、非常に

沢山の方にお世話になりました。成田では、笑顔で送り出して下さったということで、後

から沢山のお礼のメールや手紙をいただきました。 

スペシャルオリンピックスは日常のスポーツトレーニングプログラムを大切にしていま

す。週に 1 回以上で 8 週間の期間（ターム）を区切りとして練習会を実施し、その後に練

習の成果の発表の場である競技会を開催し、アスリートの努力と勇気をたたえます。成田

でも月に２回程度、ボンベルタのボーリング場、芝山のオーチスエレベーターのテニスコ

ート、他にもサッカー、陸上などやっております。コーチはボランティアで、交通費も出

ません。お金よりももっと素晴らしいアスリートたちの笑顔。これが一番の魅力です。地

域で知的発達障害があっても歳をとっていても、みんなが理解をしてくれれば生活がしや

すくなる。そのことはスペシャルオリンピックスが願うところでもあります。十数年前に

細川佳代子さんと出会い、「これは社会の世直しだから千葉でやりなさい。」と言われ、

まず住んでいる富里の近所から始め２００２年１２月２日、設立準備委員会を経てスペシ

ャルオリンピックス日本千葉として設立いたしました。知的発達障害のある人たち（６歳

～上限なし）は、みんな学校を卒業してからも、

ボランティアも、ファミリーもみんな一緒に地域

で育っていこうよ、暮らしていこうよ、年を重ね

ていこうよという事で、みんなが当たり前の生活

が出来て、当たり前の思いを持てるような、当た

り前のことを言って、みんなで笑ったり泣いたり

できるような、そんな社会を目指しています。 

２０１９年にスペシャルオリンピックスの世界

大会が日本で開かれますと、千葉も、成田も空港

周辺が一層賑わい、人と人とのコミュニケーショ
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ンが沢山できる場となるのではないかと確信しております。今日はご挨拶だけで、また次

の機会に詳しくお話出来たらいいなと思っております。 

私たちは、賛助金、企業さんのご寄付のみで運営しております。決まった行政の方から

は一円も定期的なものはいただいておりません。そのため一円も無駄にはできません。頂

いたものは大切に使わせていただきます。本日は有難うございました。重ねてお礼申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

≪回覧≫ 

１． 「フィリピン台風災害義援金」について募金のお願い   前回４３，５００円。 

あと２回ほど募金箱を回せればと思っておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

２．ガバナー事務所よりおしらせ   

１２月のロータリーレート   １ドル：１００円              

 ３．八街ロータリークラブ  １２月、１月例会変更                     

 ４．成田商工会議所の池内会頭より、永年勤続優良従業員表彰式 

出席への御礼     松田 泰長 会長エレクト 出席 

 

◇ 卓話に際し 

堀口 路加 米山記念奨学生カウンセラー 

成田ロータリークラブに転籍させていただき、丁度１年にな

ります。毎週配信される週報の宛先の一番に『シルネン』と書

いてあるのですが、私は全く誰の事かわかりませんでした。そ

れが先日の地区大会の時に、米山学友会の役員ということで紹

介があり、どこかで聞いたことのある名前だと思い、こちらか

ら自己紹介をしましたら、やはり思ったとおり。地区大会に参

加していた会員の皆様にも紹介することができ、本日来ていた

だく運びとなりました。まずシルネン君に近況報告をしていただきたいと思います。 

 

・シルネン君（元米山記念奨学生） 近況報告 

今回、こういう機会を作って下さった皆様に感謝申し上げます。 

２年半前、米山奨学生としてこの場所にいました。それ以後どうなったかということを

少しお話させていただきたいと思います。 

1968年、故ケネディ大統領の妹ユニス・シュライバーは、当時スポーツを楽しむ機会が少な

かった知的障害のある人たちにスポーツを通じ社会参加を応援する「スペシャルオリンピック

ス」を設立。ユニスは活動を通じ、知的障害のある人たちの可能性を実現し、彼らに対する

社会の否定的な固定観念や差別的態度を変えるため、その生涯を捧げました。彼女が生涯

貫いた信念は、40年たった今、確実に社会を変える動きとして世界に広がっています。 
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学生時代から何かと問題児でした。奨学生にも関わらず

海外へ研究に行ったりして、皆様には大変ご迷惑をおかけ

いたしました。今も問題児は変わらず、せっかく大学院を

卒業して日本の大手電機メーカーの東芝に入社ましたが、

そこも二年で退職してしまいました。その後、小さなＩＴ

系の会社に入社いたしました。 

私が日本の最先端の製品を開発しているところで何を学

んだかというと、物を作る場所にいる人がとても人間が出

来ていて、そこにあるものは整理整頓ができているという

ことです。整理整頓がなぜできるか、裏には、そういう人を作る教育がしっかりしている

ということです。物事を整理する、情報を整理する、これが一番大事であると痛感いたし

ました。 

私は日本に留学して心に決めていることがあります。それは発展途上国と言われる国の

ため（私はモンゴル出身ですが）に何かできたらいいなと常に思っております。モンゴル

から来て東芝に入社したのも、発展途上国というものは、モノづくりであると考えたから

です。しかしそれより以前に教育が大事であるということがわかりました。 

コンピューターは年々性能が良くなっていますが、今の会社はそのコンピューターの能

力を最大限に使い、使い倒して情報を整理しようという会社です。私はその技術を発展途

上国に持って行き、情報の整理をやっていきたいと思っています。 

コンピューターは使い倒しているのですが、今は彼女ができ、彼女に使い倒されそうに

なっています。結婚する予定でおりますので、是非、諸先輩方からアドバイスをいただき

たいと思います。 

奨学金をいただくために二年半前にはここにいました。皆さんのお陰で卒業し企業に就

職することができました。大企業にいると、社長と会うことはまずありません。また目上

の偉い方々と会社の中でご一緒することも滅多にありません。成田ロータリークラブの

方々は、地元で会社を立ち上げたり、業界のトップとして成功なさっている方々ばかりで

す。普通に考えれば、そのような方とご一緒する機会すらなかなか手に入りません。今日

は遠慮しながら、そしてドキドキしながらこの場所へ来ました。地区大会で皆さんに声を

掛けていただいた事に心より感謝申し上げます。そして、私も皆さんのようにいつかは人

の役に立てるようになりたいと思っています。誰かのために、国のために役に立てるよう

に日々頑張っております。 

夢と目標に向かって走っているところです。今後とも女性に倒されないように、そして

業界の中でどのようにやっていけば良いのか、いくべきかを教えてください。本日はお招

きありがとうございました。 

 

◇ 卓話  

内モンゴル自治区におけるモンゴル民族学校の実態 

―モンゴル人学生の言語使用に関するアンケート調査から 

ムンクバト 君（米山記念奨学生） 

成田ロータリークラブにお世話になっております。お陰様で今月船橋西 RC と富津中央

RC を訪問し、卓話をしてきました。とても貴重な体験をさせていただきました。ロータ
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リアンの皆様には心からお礼を申し上げます。さっそく

ですが卓話に入ります。 

 今日は内モンゴルの話ですが、私の研究について話し

ます。内モンゴル自治区の教育と言葉についてです。中

華民国の中では、二言語教育の政策が取られています。

少数民族によっては、一言語政策が取られているところ

もあり、中国語だけでモンゴルの言葉が失われてしまう

のではないかと恐れています。 

内モンゴル自治区における牧畜地域出身のモンゴル人児童・学生の言語使用実態を明ら

かにするのが目的です。内モンゴル自治区には開発などの名目で外部からの人口が増え、

漢族の人口比率は増加しつつある。更に、モンゴル語と漢語の言語接触環境においては漢

語が優勢になっている。都市部はもちろんのこと、牧畜地域にも変化の波が押し寄せてい

る。牧畜地域から町に移動させられた子どもたちにとって、生活環境の変化は何より大き

なものであると考えられる。そこで子どもたちの生活の中でのことばの使用状況を分析し

ました。学生たちの言語使用状況を把握するため、家庭、学校、友人同士、買い物の四つ

の場面における言語使用について、「①モンゴル語のみ、②モンゴル語が多い、③モンゴル

語と漢語を半々、④漢語が多い、⑤漢語のみ」の五つの回答から選択してもらいました。

モンゴル人学生がモンゴル語を中心的に使うことが期待的であるが、買い物をするにあた

っては、使用言語がモンゴル語から漢語へとシフトしていることが明らかにみて取れます。

このことから、モンゴル語が家庭あるいは学校という場面で使う、限定された言語となっ

ているのが現状です。一歩社会に

踏み出れば漢語の世界が広がっ

ているという実態が浮かびあが

ってきます。 

写真 1：読書の時間 

写真 2：保護者と登校する小学生 

 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

矢島 紀昭、佐瀬 和年、小川 賢、神﨑 誠、 
佐久間 高直、設楽 正行、近藤 博貴、吉田 稔 各会員 

11 月 27日 第９分区親睦ゴルフ 

平山 金吾 会員 11 月 28日 米山記念奨学会常務理事会 

佐瀬 和年 会員 11 月 28日 印西ロータリークラブ 

飯田 正雄、小泉 英夫、大木 健弥、日暮 俊久 
吉田 稔、甲田 直弘、成田 温 各会員 

11 月 30日 親睦委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ３１ ３１ ５０％ ９６．７７％ 

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 

 


