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荒井潤一郎会長

かずさマジックですが、残念です。10月2日か
ら、県営大宮公園野球場で始まった無観客での都市
対抗・南関東大会でしたが、昨日の敗者復活戦で敗
退となり、本大会への出場を逃しましたが、監督・
コーチ・選手、みんな頑張ったと思います。本当の
実力を発揮できたかどうかはわかりませんが、それ
ぞれの役割を果たし、結果を出そうと努力をしたこ
とは間違いありません。ですが、野球だけではあり
ませんが、頑張っても、一生懸命やっても、結果が
出ないこと、出せなかったことは、誰にでも、色々
な場面でもあることだと思います。今シーズンの悔
しさや後悔をバネにして来シーズンの活躍を期待し
ます。公式戦はこれが最後で、今シーズンが終わり
ます。チームが弱いと応援も盛り上がりませんが、
そんな時こそ市民球団の会員を一人でも多く増や
し、かずさマジックを支えるという「機会の扉を開
き」、みんなが笑顔で応援できたら良いなと思いま
す。
今後とも、かずさマジックへの熱い応援を宜しく
お願いします。
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報
告
１．第4回理事会が9月28日(月)に開催されましたの
で報告を致します。
①会計報告
9月の会計報告は、9月末に理事会が開催さ
れたため10月26日(月)の理事会にて承認され
た後、ご報告致します。
②10月の例会開催について
＊開催するかどうか…現状通りスクール形式
で開催する
＊食事については、引き続き県の意向(会食
は10人以下)に沿ってクオカードで対応
③11月9日(月)の夜間例会の開催について
コロナ禍であるため、夜間例会を通常例会に
変更
場所：ホテル千成
④「ロータリーの世界を変える行動人：保健向
上の推薦者」候補者について
当クラブでは該当者なし
⑤君津ロータリークラブのメールアドレス変更に
ついて
現在使用しているYahoo！BB SOHO ADSL
サービスの終了に伴いメールアドレスを変更
します。改めて会員の皆様には、ご連絡致し
ます。
⑥指名委員会(次期役員選出)開催について
令和2年10月26日(月)例会終了後13時30分～
指名委員の方は、ご出席下さい。
⑦第5グループ情報研修会について
今回は、出席者6名のみで開催されます。
出席者：荒井会長・福田幹事・廣田研修リー
ダー・村上会員(発表者)・平野会員・
大森会員
⑧その他
＊次回の理事会
日程：10月26日(月)例会前11時30分～
場所：ホテル千成
＊地区グループ編成について
6クラブより反対の声明が出ています。今
回のグループ編成は各グループの人数の偏
りやガバナー業務の円滑化の問題解決策な
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ので、当クラブとしての反対声明は出さな
い。
＊今後のガバナー補佐選出方法については、
次回の規定審議会の際に再度協議する。
＊有冨萌々子ブラームス国際コンクール入賞
記念コンサートへの後援・協賛についてク
ラブとして後援し、1口(1万円)の協賛。
２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会へ寄付
された、米山記念奨学委員会の吉野委員長に感
謝状が届いていますのでお渡しします。
第2回
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１．ガバナー月信(10月号)
〈掲載記事〉
P2：RYLA小委員会内藤委員長
P6：米山記念奨学会委員会 鈴木委員長
P7：本日ご来訪の米山奨学生 オノン様
裏表紙：RYRAセミナー参加者募集のチラシ
２．「有冨萌々子ヴィオラコンサート」の案内
３．クオカード(1,500円分)

〈報告〉
１．例会変更のお知らせ
〈木更津東RC〉
①日時：10月7日(水)
内容：2500回記念式典祝賀会
②日時：10月14日(水)
内容：坂出東RC合同例会(地区大会から変更)
③日時：10月21日(水)
内容：通常例会(情報研修会から変更)
④日時：10月28日(水)
内容：休会
理由：定款第7条第1節d
〈袖ヶ浦RC〉
①日時：10月21日(月)休会
定款第8条第1節C項による
２．10月11日(日)に、第1回青少年交換オリエンテーショ
ンが開催されます。当クラブから、青少年奉仕委員
会 内藤委員長、秋元政寛副委員長、また地区の

選抜試験で合格した交換留学生の陶彩葉(すえいろ
は)さんが出席します。
場所：千葉県文化センター9階 会議室3、4
時間：13時30分～16時50分
３．10月12日(月)の例会は、時間を短縮して駅前花壇の
草取りを行います。
服 装：作業着可
ロータリークラブのジャンパー又はポロ
シャツ着用
持ち物：ロータリーの赤い帽子・軍手・カマ・ス
コップ等
以上、宜しくお願いします。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．財団室NEWS(10月号)
４．コーディネーターニュース(10月号)
５．The Rotarian英語版
６．米山梅吉記念館、賛助会員募集の案内及び冊子の
紹介
７．RLI通信
親 睦 委 員 会
10月の私の誕生祝・記念日
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〈10月誕生日の会員〉

外部卓話
「私と日本」

柏東RC

米山奨学生
オノン様

米山ロータリー君津ク
ラ ブの皆様、こんにちは。
Sainbainoo。
お世話になっております、
オノンと申します。今、千葉
大学大学院人文公共学府多文
化共生ユーラシア文化コース
の修士2年生です。世話クラ
ブは柏東クラブで、カウンセ
ラーは三井文子さんです。
本日は卓話の機会を与えて頂き誠にありがとうご
ざいます。私が用意した卓話のテーマは「私と日
本」です。Q＆Aの形でスピーチを展開させて頂き
たいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
(1)「内モンゴルとはどういう存在ですか」
私の出身地は中国内モンゴル自治区です。
(以下内モンゴル)私はモンゴル族です。父、母
と私の3人家族です。内モンゴルと言えばご存
知の方もいらっしゃると思いますが、ぼんやり
とその辺のところとしかイメージがないという
方のほうが多いのではないでしょうか。私がよ
く聞かれるのは「内モンゴルってモンゴル国の
こと？」「ゲルに住んでるの？」「モンゴル語
がわかる？」といった質問です。
内モンゴルは中国の北部に位置する内モンゴル
自治区のことです。なので、私のパスポートは
中国のものです。地理的に言えば、北には皆様
がよくご存じの朝青龍や白鵬のふるさとモンゴ
ル国があります。形は日本みたいに細長くて、
面積は日本の3倍です。内モンゴル自治区全人
口約2,500万人ですが、そのうちモンゴル族の
人口は500万人ぐらいと言われています。
要するに、10人に1人がモンゴル人ということ
です。そのうち、実際モンゴル語で教育を受け

ているモンゴル人は今100万にも満たないと思
われています。
モンゴルのモンゴル人とモンゴル国のモンゴ
ル人は国籍の差がありますが、生活習慣と伝統
文化は特に差がありません。内モンゴルのモン
ゴル人の一部は都市に住んでいますが、一部の
人も伝統の牧畜生活を続けています。牧畜生活
についてモンゴル国との差と言えば、モンゴル
国は水草を求め家畜を追ってゲルを利用して遊
牧をしています。内モンゴルでは中国の定住政
策により定住化し、定住放牧をしています。ゲ
ルに住んでいる牧畜民もいますが数がそれほど
多くありません。
私たちはモンゴル語を話せます。私たちの母
語はモンゴル語で、日常生活はモンゴル語で交
流する場合が多いです。私は小学校から高校ま
でモンゴル学校に入り、同級生も全てモンゴル
族でした。教科書は中国語の教科書をモンゴル
語に訳した教材です。私たちは小学校2年生か
ら中国語を勉強し、3年生から英語を勉強し
ていました。大学入試試験では他の漢民族と同
じ試験を受けます。内容は同じですが、私たち
の試験はモンゴル語です。一つ違うのは、私た
ちにとってモンゴル語も試験の一つの科目にな
ります。だから、内モンゴルのモンゴル人はモ
ンゴル語と中国語両方話せる人が多数です。
それで内モンゴルのモンゴル人とモンゴル国の
モンゴル人の話は、通じるかどうかについて質
問がある方もいらっしゃると思いますが、私の
答えは「通じます」。方言の差で、たまに相互
理解の困難が生じることもあります。しかし、
内モンゴルとモンゴル国は話しが通じますが、
文字が通じません。モンゴル国は13世紀から
使われていたウイグル系モンゴル文字を1940
年代に改革し、ロシア語のアルファベットと同
じキリル文字を使い始めました。昔から使われ
ていた世界唯一の縦文字は現在内モンゴルだけ
で使われています。
(2)「今は何を研究していますか」「将来は何を
目指していますか」
私の研究テーマは、「大学卒牧畜民の現状
からみる現代の牧畜社会」です。具体的に言う
と、中国内モンゴルの大学卒牧畜民のライフ・
ヒストリーを収集し、現代の内モンゴルの牧畜
民のライフスタイルを明らかにすることです。
中国内モンゴルでは、1980年代の社会主義
経済化により、都市化が急速に進んでいます。
20世紀90年代から内モンゴルにおけるモンゴ
ル若者は草原から都市へ移住することが多くな

りました。その際に大学を卒業し都市に就職す
る現象が内モンゴルのモンゴル人における都市
化の重要な特徴となっております。
しかし、近年から牧畜地域の発展と共に、牧畜
を営んでいる人数が増加しました。
その中に大学を卒業して牧畜地域に戻って牧
畜を営んだ大学卒「高学歴」牧畜民の割合が高
いです。牧畜民は牧畜社会を支えている重要な
力です。高学歴を持っている牧畜民は人材とし
て現地の牧畜社会に重要な役割を果たしている
と考えられます。ではなぜ、その人々は牧畜社
会に戻って牧畜をやる選択をしたのか、その選
択に影響している要素は何だろうか、彼らは現
地にどのような役割を果たしているのか、とい
う問いが出て来ます。私が明らかにしたいのは
そこです。
具体的にどのように研究したかというと、
2019年8月20日から9月20日まで内モンゴルで
フィールド調査を行いました。大学を卒業して
草原に戻って牧畜を営んでいる牧畜民20名を
探し、彼らのライフ・ヒストリーを聞き、なぜ
彼らが牧畜を選んだのかを明らかにしました。
今後は彼らの生活実態をさらに調査し、高学歴
牧畜民の牧畜社会に果たす役割及び現代におけ
る内モンゴルの牧畜生業の新たな歩み道を探り
たいです。
牧畜はモンゴルの伝統な生業なので、これか
らどうやって継承するかは大事な問題であると
思います。それをもっと深く研究するのが私の
目標です。将来の抱負は博士学位をとり内モン
ゴルに帰って大学で教えながら研究したいで
す。
(3)「なぜ日本に留学したのか」「日本との出会
いは？」
日本に留学した大きな理由は父親の影響で
す。初めて日本について聞いたのは父親からで
す。父親は大学の時から日本語を勉強し、私が
子供の頃から私に日本の面白い物語をたくさん
話してくれていました。父親は大学を卒業した
後、日本に留学するつもりでしたが、家庭の事
情で結局来られませんでした。今、娘の私が代
わりに日本へ留学し、皆様の前でこのように話
しています。父の夢をかなえた自分を誇りに思
います。
日本に上陸したのは2017年10月です。来日
する前に父に「日本に行って学業、文化だけで
はなく、日本人の精神を勉強するべきだ」と言
われました。来てから父が言っていた日本人の
精神について、だんだん分かるようになりまし

た。
次は二つの例を挙げて話します。一つ目の話
は私が日本に来たばかりの話です。日本に来た
後、私は学校の言語交換の活動に参加しまし
た。言語交換というのは自分の母語を人に教
え、人から他人の母語を教わるという活動で
す。私のパートナーは50歳の方で看護師を目
指していました。彼はモンゴル国へ行ってモン
ゴルの草原を見てとても感動しモンゴル語を勉
強し始めました。彼は50歳前に他の仕事をし
ていました。奥様が病気で亡くなったので彼は
仕事を辞めて看護師を目指したそうです。50
歳から新しい生活をゼロから始めるのはとても
難しいことだと思います。外来語でもそうです
し、違う専門でもそうです。自分の場合は想像
できないと思います。私は彼のことをとても尊
敬し、「いつでも始められる」精神を学びまし
た。
もう一つの話は私のアルバイト先であったこ
とです。私はスーパーでアルバイトをしていま
した。ある日、私は一人のお客様に一つのシリ
アルのブランドを聞かれました。私はそれがわ
からないので、周りの仲間に聞きましたが誰も
わかりませんでした。そして、私はシリアルが
あるところを探しましたがそのブランドはあり
ませんでした。在庫を保存するところも探しま
したが何もありませんでした。どうやってお客
様に答えようかなと焦っていた時、オルガニズ
ム商品のところにもシリアルがあったことを思
い出してお客様を案内しました。お客様はとて
も満足して帰りました。数日後、あのお客様は
わざわざ感謝しに来てくれました。わざわざ感
謝しに来たことは私を驚かせました。日本人は
小さなことでも感謝をするという印象が私の中
にありましたが、今回のことで改めて実感しま
した。自分も勉強になりました。
モンゴル人の話で「ありがとう」という言葉
もよく聞きますが、仲の良い人や家族の間で使
うのは、かなり少ないです。日本に留学した
後、私がありがとうと言う回数が前より多くな
ったと親も言っていました。本当に父親の言っ
た通り日本人の精神についてよく学んだと思い
ます。それだけではなく、私は日本に来て、他
に「集団精神」「時間を守る」などを色々な方
面から学びました。これからも皆様と交流を
しながらもっと勉強したいです。
(4)「奨学期間後、及び母国へ帰ったら国際交流
についてどう考えていますか」
私は中国の少数民族なので、小さい頃からモ

ンゴル語と中国語を学び、漢民族とモンゴルに
ついて紹介してきました。
大学は内モンゴルから離れ、北京の中央民族大
学で勉強していました。その大学は私に多民族
の人と交流する多文化大学生活を提供してくれ
たし、異文化や多文化適用能力も鍛えられまし
た。未来はどうなるかまだわからないですが、
現在は以下の幾つかのことを考えております。
(1)日本との縁が切れない。
たとえ母国へ帰ってもカウンセラーや
ロータリアンと連絡を続けます。インター
ネットが発展した現在の世界では、人と連
絡するのがもっと便利になりました。どれ
だけ離れても連絡や自分の近況を報告する
のは忘れないと私は信じています。
(2)研究について日本との母国の橋になりたい。
私は将来大学の先生になりたいです。も
し大学の先生になったら将来、日本と交流
するチャンスがもっと多いです。それはな
ぜかというと、日本でモンゴルについての
研究は盛んでおります。共同研究を行う可
能性が高いです。たとえ私は大学の先生に
なれなくても、ボランティアとして日本の
研究者の論文をモンゴル語や中国語で訳し
たいです。
(3)内モンゴルでロータリーの小クラブを作
りたいです。
多くの国や地域ではロータリークラブが
創立されましたが内モンゴルでは、まだな
いです。私の知っている先輩の中にもロー
タリーの奨学生が多いです。たとえばソロ
ンガ先輩、ナリス先輩、バヤリタ先輩など
がいます。ロータリーの一員として彼らと
一緒に頑張りたいです。
(4)日本と母国の橋だけではなく、さらに多
くの国の間の架け橋にもなれたらと思いま
す。
私は現在日本語、英語、モンゴル語、中
国語といった四つの言葉が話せます。モン
ゴル国のキリル文字もわかります。これか
らもスペイン語と韓国語を勉強したいで
す。言葉は心を開ける道具だという話を聞
いたことがありますが、多くの言語が話せ
るようになったら橋の力にもっとなれるで
しょう。
(5)「奨学金が支給され、どう役立っているの
か」
私は2020年4月から米山奨学生になりまし
た。奨学生としてロータリーの大家族に参加さ

せて頂き本当にありがとうございます。
まずは奨学生としてありがたく感じたのは、
ロータリアンの皆様のご支援を頂くことで、勉
強や研究に専念できたことだと思います。特に
コロナの影響で、アルバイトもできない場合が
あります。皆様のおかげで安心な生活ができま
した。私費留学生として本当に助かりました。
そして何よりも温かく受け入れて下さって、
精神的な支えになって下さったことに感謝した
いです。今回コロナの影響で内モンゴルの研究
調査ができなくなり、本当にストレスがたまり
ました。そして私は一人子のため、親のことも
心配していました。この場合、精神的な理解と
支援はかなり大事だと考えております。私のカ
ウンセラーはいつも「元気ですか？」「最近ど
うですか？」「私はお母さんと年齢が近いので
母親だと思ってもいいですよ」と優しく話して
頂けるので心と心のつながりを感じます。たと
え外国の地にいても親のそばにいるように感じ
られました。
最後に、私は異文化交流について言いたいで
す。私は日本に来た後、日本の方との交流を通
して、他者の視点から自分の民族や文化を改め
て感じました。そして自分の文化を人に紹介し
たり、他の国や民族の言葉、文化について勉強
したりすることは私にとって、とても有意義な
ことになりました。各分野で素晴らしい成果を
上げておられるロータリーの皆様は人生の大先
輩で、皆様からは学校で学べないことをたくさ
ん教わり、日本の社会や文化についてもより理
解できるようになりました。
これからも会員の皆様と色々話し、地域の活
動にも積極的に参加し、ロータリーの一員とし
て頑張りたいです。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
10月の例会はお休みがありません。
お間違いのないように。
福田 順也
米山奨学生 オノン様、卓話ありが
とうござました。柏東ロータリーク
ラブ 三井様、ご来訪ありがとうご
ざいました。
三井 文子
今日は、念願が叶って君津ロータ
リーさんにお邪魔することができ
て光栄です。奨学生と2人で緊張
してます。宜しくお願い申し上げ
ます。
谷口 弘志
米山記念奨学生 オノン様、卓話あ
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りがとうございました。金、土、
日の3日間、かずさマジックの都
市対抗南関東大会の応援に行きま
したが、非常に残念な結果となり
ました。来年こそはドームの出場
を願うばかりです。
今週はノーベル賞ウィークです。2
年前は免疫チェックポイント阻害薬
オプジーボで本庶佑さん、去年は
リチウムイオン2次電池で吉野彰さ
ん。今年も多数の候補者がおり、日
本人3年連続受賞も期待でき、大変
楽しみです。
かずさマジックが都市対抗野球本大
会に出場できず、残念です。来年に
期待します。
今月お誕生日、記念日を迎えられた
会員の皆様おめでとうございます。
オノン様、卓話ありがとうございま
す。
だいぶ涼しくなりましたね。このま
ま台風がこなければいいのですが。
去年みたいなことはこりごりです。
今日、インフルエンザの予防接種に
行ってきます。皆様もできるだけ早
い対応をして下さい。自分の身は自
分で守りましょう。
本日は、オノンさんを卓話にお招き
頂きありがとうございました。カウ
ンセラー 三井文子さん、ご来訪あ
りがとうございます。
オノン様、ようこそ。卓話ありがと
うございます。
かずさマジック残念・無念！！
本日はオノン様、君津ロータリーク
ラブにようこそおいで下さいまし
た。貴重な卓話ありがとうございま
す。また会員の皆さん、駅前花壇へ
のご協力ありがとうございます。来
週も宜しくお願い致します。
誕生日のお祝いありがとうございま
す。本日が40代最後の日…いつもと
変わらず。まぁ、いつもと変わらず
がありがたいことですけど…。
今年もあと3ヵ月です。コロナに始
まり、コロナに終るという年になり
ますね。コロナに負けず、ロータリ
活動も頑張ります。
米山奨学生 オノン様、ご来訪あり
がとうございます！
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10月14日に67才になります。米山奨
学生 オノン様、卓話ありがとうご
ざいました。
オノン様、本日の来訪及び卓話あり
がとうございました。
村上会員、玉ねぎありがとうござい
ました。美味しく頂きました。また
宜しくお願いします。
10月に入り、下期がスタートしまし
た。二大高炉メーカーがバンキング
していた高炉が再稼働に向けて動き
始めました。当社も上期はひどい決
算になりそうですが、下期の活動が
各分野で少しずつ回復の方向のよう
です。秋らしくない天気がしばらく
続いていますが、明るく澄んだ青空
の下、希望を捨てず頑張りたいもの
です。
10月に入りとても過ごしやすくなり
ました。暑がりな私にはとても嬉し
い季節です。また実りの秋なので、
美味しいものを堪能したいと思いま
す。
オノン様、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。
皆様こんにちは！！オノン様、卓話
ありがとうございました。来週の駅
前花壇の草抜き作業、宜しくお願い
します。
米山奨学生 オノン様、卓話ありが
とうございました。
オノン様、卓話ありがとうございま
した。
誕生祝いありがとうございました。
かずさマジック残念です。次回、期
待しております。オノン様、本日は
卓話ありがとうございました。
かずさマジック、3日間応援しまし
たが残念でした。
かずさマジック、大変残念でなりま
せん。
本日、初めて席替え抽選で当たりと
なりました。これからもロータリー
活動を頑張ります。
柏東RC 米山奨学生カウンセラー
三井文子様、米山奨学生 オノン
様、ようこそ君津RCへ。また貴重
なお話もありがとうございました。
これからも地域と世界平和のために
共に頑張りましょう！
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柏東RC 三井文子様、米山奨学生
オノン様、ようこそ君津RCにおい
で下さいました。ありがとうござい
ます。三井様とは、トラック協会女
子部会で内山会員と共にご一緒させ
て頂いてます。私も柏東RCさんに
メイキャップさせて貰おうとしまし
たが、延びのびです。内山さん一緒
に行きましょうね！！
オノンさん、本日は卓話ありがとう
ございました。コロナ禍で大変な時
ですけれど、日本と中国の架け橋と
なって頂けるよう頑張って下さい！
三井さん、遠い所お疲れ様です。
柏東RC 三井様、米山奨学生 オ
ノン様、ご来訪ありがとうござい
ます。かずさマジック、都市対抗
野球南関東戦まさかの敗退に至り
ました。関係者の皆様お疲れ様で
した。日鉄関係では、北関東第2
代表戦で逆転勝利の鹿島のみ、東
京ドーム出場となりました。かず
さマジックの存在感をアピールし
たかっただけに残念至極です。
誕生日祝いありがとうございまし
た。
三井様、オノン様、本日はご来訪
並びに貴重なお話をありがとうご
ざいました。

