
 

 

THE WEEKLY NEWS OF FYTTSU CITY 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2790 ORGANEZED：Nov.20.1991 

国際ロータリー第 2790 地区 富津シティロータリークラブ 創立 1991/11/20 RI 承認 1992/1/13 

  例会場：日本製鉄技術開発本部（富津クラブ）千葉県富津市新富 20-1 例会日：毎週水曜日 12：30～13：30 最終 18：00～19：00 

 

2020-21 年度 第 2790 地区 

ガバナー 漆原 節子（勝浦 RC）  第 5 グループガバナー補佐 窪田  謙 （富津シティ RC） 

富津シティ RC 会長 渡邉  敏   副会長 小倉 博人   幹事 宮﨑 晴幸   SAA 伊藤 充教 

 

通算 1356 例会 2020 年 11 月 4 日（水） 

 

【点鐘】渡邉会長 

 

【ロータリーソング】ソングリーダー：阿部会員 

ロータリーソング 「君が代」「奉仕の理想」 

 

【会長挨拶】渡邉会長 

本日は、米山記念奨学委員会委員長鈴木荘一様、奨学生ビヤンバー様、大変お忙しい中、奨学生卓話にお越し

いただき有難うございます。後程御紹介させて戴きますが、卓話を楽しみにしております。先程の理事会での決

定事項の中で事務局員の交代が決まり 12 月からの採用となりますので報告いたします。公式訪問については、

ガバナー事務所より当日の資料が届きましたので、資料を基に次回例会で有意義な公式訪問を迎えられるよう備

えましょう。 

 

【幹事報告】和田会員（宮﨑幹事代理） 

・木更津ロータリークラブより週報が届いております。 

・君津ロータリークラブより例会変更がございます。 

・二クラブ合同公式訪問についてご連絡致します。 

日時 ２０２０年１１月２０日（金） 

場所 アカデミアホール 

集合 １０：００ 

 

【結婚・誕生】 

結婚（10 月 18 日）遠藤会員 

誕生（10 月 27 日）和田会員 

 

【委員会報告】 

理事会報告：渡邉会長 

・2 クラブ合同例会ガバナー公式訪問について 

・今期活動計画書作成進捗状況について 

・例会出席連絡及び方法について 

・富津市社協寄付について 

・事務局新規採用及び選任について 

 

10 月会計報告：遠藤会計 

・10 月の収入・支出について 

 

  

 



クラブ管理運営委員会（プログラム担当）：立石委員長（小川委員代理） 

・11 月プログラムは、以下の通り。 

 

 

奉仕プロジェクト委員会：阿部委員長 

・米山奨学金について 

 

【例会プログラム／米山奨学生卓話】 

米山記念奨学会委員会：鈴木委員長、米山記念奨学生：チュルーンバト ビャンバツェツェグさん 

私の出身国はモンゴルです。モンゴルは北方でロシア、南方で中国と国境を撃げて

います。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。人口は 300 万

で国土面積は 156 万 6500km2 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。首都では人口の三部の一/１００万以上の人々が住み、

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。モンゴル文字を正式な書類などに

しか使えません。 

モンゴルの現在の状況：世界中にはモンゴル国が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つつ、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、牧場を

移動させて生活する人々が減少しています。これが国に関し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。 

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、ロシアと国境を繋げるその間のところです。ウブス県からロシアまで車

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

人がロシア語で話すことができます。私の伯母さん、父、母もロシア語で話

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。 

２０１１年に私が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。七割がモンゴル語の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

１１月 （案） ※理事会　１１/4 （水）11:00～12:00

ガバナー公式訪問２クラブ合同例会 執行部１２：３０点鐘２０日（金）

２５日（水） １８：００点鐘 ロータリーの友情報 IT広報公共委員会

 *11/20(金)ガバナー公式訪問２クラブ合同例会（＠オークラアカデミアホテル）

開催日 プログラム 担当委員会

　４日（水） １２：３０点鐘 米山奨学生卓話 R財団、米山奨学会

１１日（水） 休会

１８日（水） １２：３０点鐘 R財団卓話 R財団、米山奨学会

 

 

 

 



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年の三月に来日して、日本

語学校に入学しました。 

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異が多くありました。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。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ことができるなどです。これは、やはり国民

に安全で快適にするチャンスを与え、現実できている状態です。しかし、母国を思うと空と土のような異なって

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。 

（将来の国際交流に関しての考え） 

国際交流は大事な話題です。現代グロバリズムが進展し、国境がない情報技術、経済が速やかに発展していま

す。将来もその進み方が変化しないと沢山の研究者が予測しています。 

「国境がない」という言葉の意味がインターネットさえあればどんなビジネスでもできる、どんな取引もでき

る、SNS を通じて知り合いの幅が広がる、取引先を見つけるなどあらゆるものを制限なくできるようになってい

ることを言います。ところが仕事でもビジネスでもプライバシーでもなんでも鳥合図交流がなければよく進みま

せん。社会での行動の武器は人間の交流、交流の仕方です。私は日本語学校の時ほとんど南アジアの学生達と一

緒に学んでいました。その次は専門学校で勉強しました。私のクラスは 40 人の学生がいました。その 40 人の学

生が１７か国から来ていました。アジアの国々ヨーロッパのイギリス、プランス、南アフリカなど多国の学生た

ちがいました。私たちはだいたい日本語で話したまに英語で話したりしていました。そして文化、習慣、言語、

考え方などすべてが異なる人々が一つの言葉で通じ合い、お互いに理解し面白くて楽しい思い出をたくさん作り

ました。この国際交流は私を変えていきました。日本に来る前の私はコミュニケーション能力が低い、柔軟性の

ない社交的ではない人間でした。しかし、日本に一人暮らししている私に家族も友達も誰も近くいませんでした。

近くにいたのがクラスの担当先生とクラスのみんなだけでした。クラスのみんなと仲よくして、楽しい生活を送

ろうと心の中に決めました。そのために日本語と英語をもっと勉強し、他人の考え方も受け入れるようになりま

した。学校のイベントに積極的に参加し多くの友達を作りました。今も私はフランス、トルコ、ベトナム、台湾、

イギリスの友達と度々電話したり、日本にいる友人と会ったりしています。来年は台湾へ旅行に行くつもりです。

その時台湾人の友達と会う約束しています。 

国際交流を学生時代から経験したおかげで自分を変えることができ、世界を見る目も大きくなり、国際的な人

脈がつくりました。将来にこれらの友達とビジネス取引の相手として会うかもしれない。どこかの国際的な会議

に一緒に参加するかもしれないし、私も未来も予測できません、ですが、私はまたみんなと会うのを楽しみにし

ています。 

（ロータリアン、世話やカウンセラーとの将学期の期間後の関わり方、将来像） 

私の所属クラブは成田南空港です。カウンセラーは土屋さんです。いつもお世話になっています。ありがとう

ございます。大学を卒業した後も日本にいる限りロータリークラブに度々にみんなと会いに行くと思います。ク

ラブのイベントなどにも参加もできると思います。 

そしてモンゴルにも帰ってもモンゴルのロータリークラブに入ると考えています。今年の三月にインターシッ

プを受けたところの社長がモンゴルのロータリークラブのロータリアンでした。運命というかその時私も社長と

話しロータリーあの奨学生になりましたことも伝えました。そしたら社長がモンゴルに来たらロータリークラブ

に入ってくださいと言っていました。面白いことに社長も米山クラブに入ってくださいと言っていました。みん

な知っているかもしれないがその社長さんはガラーさんです。モンゴルで行われてるロータリー国際大会をガラ

ーさんが担当したそうでした。 

帰国後もロータリアンの関わり縁を切らないでロータリークラブに入り、ロータリアンになると考えています。 

（奨学金が支給され，どう役に立って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、学費という大きいな負担があります。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、私が生活をでき、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。 

  

【ニコニコ BOX】クラブ管理運営委員会：阿部会員 

鈴木 荘一様：本日はお招き頂き、ありがとうございました。 

阿部 信一：米山記念奨学生の卓話、ありがとうございました。チェルーンバトさんの今後の活躍を祈念します。 

渡邉 敏 ：鈴木荘一委員長、チュルーンバト ビャンバツェツェグ様、本日は米山卓話ありがとうございました。 

遠藤 和夫：チュルーンバト ビャンバツェツェグ様、本日卓話ありがとうございます。 

窪田 謙 ：本日は米山記念奨学生のチュルーンバト ビャンバツェツェグさん、そして鈴木米山記念委員長よう

こそ。本日は宜しくお願い致します。そして来年のガバナー補佐頑張って下さい。 

秋山 和彦：米山記念奨学生のチュルーンバトさん、ようこそ。また、君津 RC 鈴木委員長さん平素は公私共、何か

と大変お世話になっております。 

伊藤 充教：鈴木委員長、本日はお越し頂きありがとうございます。ビャンバさん、貴重なお話、大変興味深く聴

かせて頂きました。これから寒い季節を迎えますので、お体に気をつけてお過ごし下さい。 

栗坂 禎一：鈴木委員長、ビャンバさん、本日は卓話をありがとうございました。「世界の久遠の平和」につながる

活動を今後もしっかりとサポートせねばと改めて感じました。 

和田 充敏：本日は鈴木委員長様、ビャンバ様、ようこそ富津シティへ。卓話頂きありがとうございます。遠藤さ

ん、活動計画書作成、大変ありがとうございます。最後に誕生祝ありがとうございました。 

立石 泰之：本日は米山記念奨学生チュルーンバト ビャンバツェツェグ様、君津ロータリークラブ鈴木荘一様、

ご来訪ありがとうございます。卓話も素晴らしく良かったです。今後とも宜しくお願い致します。 

江藤 康子：鈴木様、ビャンバ様、本日はありがとうございます。今後共、よろしくお願い致します。 

 

10/7 例会分 

栗坂 禎一：10 月に入りました。今年もあと 3 ヶ月。会社では下期に突入です。皆さん、引き続き頑張っていきま

しょう。 

渡邉 敏 ：例会出席ありがとうございます。情報研修課への協力よろしくおねがいいたします。IT 委員会本日は

ありがとうございます。 

江藤 康子：誕生祝をいただき、ありがとうございます。健康第一、生活習慣に気を付けたいと思います。 

立石 泰之：お疲れ様です。いつも大変お世話になっております。国際ロータリー第 2790 地区第 5 グループ主催で

行いました東京湾観音・悪疫退散祈願花火は無事に終了致しました。ご支援ありがとうございました。 

 

【出席報告】クラブ管理運営委員会：阿部会員 

 

 

 

 

以上 

区分 会員数 出席 欠席 Make up 出席率 

今回(11/4) 13 10 3 0 76.92％ 

前回(10/28) 13 11 2 0 84.62％ 

 


