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会　長　挨　拶
岡野　　祐会長

　僕の趣味で気学をやっていますが、今月は東北
方面が良いので妻と2人で成田山新勝寺にお参りに
行ってきました。成田山では毎日御護摩祈祷をして
いるので、その時間に合わせてお参りに行きます。
　御祈祷して頂き、参道でお買い物をしたり食事を
したりしてその土地の気を充分に取り込み、明日か
らの活力にしております。

会　長　報　告

１．公益財団法人ロータリー日本財団より、認証状
及びバッチが届いていますのでお渡しします。

マルチ・ポール・ハリスフェロー　＋3　
鈴木荘一会員

新ポール・ハリスフェロー
宮嵜　慎会員

マルチ・ポール・ハリスフェロー

新ポール・ハリスフェロー
　　
２．10月31日(日)に地区大会が開催されました。
　　現地へは、地区大会決議委員会の吉野委員、

ロータリー研修委員会の谷委員、鈴木ガバ
ナー補佐、佐々木幹事、私(岡野会長)の5名で
出席しました。オンラインでも、沢山の会員
の皆様が出席されました。お疲れ様でした。
後程、佐々木幹事より報告をお願いします。

幹　事　報　告
佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．ガバナー月信(11月号)

Ｐ4　当クラブの地球環境保全プロジェクトの活動
掲載

P9　ロータリー財団寄付(3回目)鈴木荘一会員
P9　米山功労者(11回目)廣田二郎会員
P9　米山功労者(5回目)鈴木荘一会員

２．地区大会記念品



３．君津RCについてのアンケート
　本日提出期限となっております。まだ未提出の方は
ご記入の上例会終了後に、事務局 高島までご提出くだ
さい。

〈報　告〉
１．11月12日(金)第5グループ情報研修会が開催されま

す。 
受付：12時30分～
点鐘：13時30分　(閉会：15：30)　
場所：かずさアカデミアパークホール　202会議室

２．11月14(日)第2回青少年交換オリエンテーションが
開催されます。
時間：13時30分～16時50分
場所：千葉市文化センター9階　会議室3、4
出席：青少年奉仕委員会　秋元政寛委員長・茂田

副委員長

親睦委員会
私の誕生日・記念日

委員会報告
「2790地区　地区大会の報告」

佐々木昭博幹事

　先週10月31日(日)に国際ロータリー第2790地区の地
区大会がアパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホールで
開催されました。昨年はコロナ禍で開催中止となった
同大会でしたが、今年は出席者を制限して各クラブ会
長・幹事・各委員会委員長・地区委員長となり、200名
程度の参加。いつもと同じ広い会場でしたので各々1.5
ｍ位の間隔で椅子が配置されたソーシャルディスタン
スで、コロナ対策も万全だったように感じました。
　また、来賓では熊谷千葉県知事、千葉市長が出席さ
れご挨拶を頂きました。
　記念講演では、世界的建築家の安藤忠雄氏に「街は
人がつくる。コロナを越えて」と題してご講演頂きまし
た。これはご職業が建築関係である梶原ガバナーたっ
ての希望でご依頼されたそうです。安藤氏は子供の
時に街で大工さんが家を建てるのに、わき目も降らず
「一心不乱」に仕事をしている姿を見て感動し建築家

を目指したそうです。しかし、経済的な理由から大学に
は行けなかった為、独学で勉強し、建築科の学生が通
常4年かけて学ぶ内容を1年で習得し、建築士試験に一
発合格されたそうです。この時も兎に角なりふり構わ
ず「一心不乱」に勉強したそうです。その他数々のご
経験から安藤氏は、「一心不乱に取り組めば不可能な
ことは無い」と言う信念を持って物事に取り組んでお
られるそうで、今の人達にはもっと自分が楽しい事を
見つけ目標を持って生きて欲しいとの事でした。
　また、安藤氏は環境問題にも関心が有るとの事で、
自身が手掛ける建築物には木を植える事を絡めた建
築設計をしているそうです。地球全体の事を考えれば
微々たる事かもしれないが、兎に角「自分がやれる事
をやる」。これも安藤氏のポリシーだそうです。現在80
歳になられるそうで、10年位前にガンを患って内臓を5
つ切除し取ってしまったが差ほど不自由なく生きてい
る。だからその気になれば不可能な事なんて無いんで
すわ～と明るくおっしゃっておりました。
　あと個人的に少し気になったのは、各クラブ表彰と
個人表彰が読み上げられずに、個人の代表者1名への
表彰で省略されてしまった事です。お手元の冊子に記
載されており、感謝状とバナーは事前にクラブに送ら
せて貰いました、との説明で省略された事には少し寂
しさを感じました。地区全クラブが集まっている地区
大会の場で、出来れば例年通りキチンと発表して頂い
た方が、クラブとしてのモチベーションも更に上がるの
では?と感じました。
　ですので改めて、君津ロータリーは2020-2021年の
荒井直前会長の年度で「100％ロータリー財団寄附ク
ラブ」、「Every Rotarian Every Yearクラブ」、「End  
Polio Now COA」、「ロータリー米山記念奨学会功労
クラブ」の表彰をされております。また廣田会員につい
ては「ロータリー米山功労者メジャードナー10回目」の
表彰をされておりますので改めてご報告致します。

外部卓話
「目の前の社会への「つながり」と今後の展望」

米山奨学生　ウニバト　様

1.自己紹介
　日本に来て5年目になった。
昭和女子大学の研究生を経
て、2018年4月に千葉大学の
博士前期課程に入学し、今年
は同大学博士後期課程の2年生
になった。故郷は中国の内モ
ンゴル自治区である。日本に
来たあと「出身地はどこです
か?」とよく聞かれる。私は「出身は内モンゴルで
す」と回答する。それで「内モンゴル」とわかる人
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11月の私の記念日



もいるが、「あ、モンゴルか」、「朝青龍の故郷
か」、「相撲の国だ」と反応してくれる方が多かっ
た。私にとってそれに対する説明が難しかった。実
は歴史的なさまざまな要因によって世界中のモンゴ
ル人が三つに分けられている。それは今のモンゴル
国であるハルハ・モンゴルと中国の内モンゴル自治
区、ロシアのブリャド・モンゴルである。国家に
よってその国の国民や民族に対する認識がそれぞれ
と考えられる。

2.研究テーマ
　研究は故郷である内モンゴルにおける牧畜民の定
住化と当地域を襲う砂漠化への危険感を原動力にし
たもので、リモートセンシングと文化人類学の融合
による研究である。内モンゴルの牧畜民は昔から遊
牧生産を行ってきた。その遊牧生産が乾燥草原に一
番適応した生産方式と言われている。
　しかし、1980年代に政府から「土地の分配」な
ど一連の定住政策を行ったことにより、現在牧畜民
は定住放牧生産を行うことになった。定住化に伴
い生業、生活、文化、自然環境が著しく変化してい
る。

3.内モンゴルと利根沼田両地域の比較の試み
　2020年8月から群馬県の利根沼田地域における地
域活性化活動に参加してきた。利根沼田地域農民の
農産品を販売するために作った自発的組織形態のあ
り方、経営経験などが内モンゴルの牧畜民にとって
貴重な参考になれるものだと考えている。
　現在は利根沼田の方々と定期的なオンライン問答
会を行っている。今後も両地域において経営経験の
見学など地域活性化活動を行っていく予定である。

4.奨学生なってからの感想
　クラブの皆さま、カウンセラー廣田さんのおかげ
で、日本の社会をもっと深く理解するようになって
きた。奨学生になった後の感想は、正式的な日本社
会に溶け込んでいる感じがした。例えば、挨拶の言
葉から日常の交流、自分の行動まで学んでいく必要
があると思った。
　ロータリーアンの世界観(精神、奉仕経験)を身に
つけ、視野を広げていくような貴重な機会をいただ
いている。
　もう一つの重要なことは、奨学金の経済的支援に
より、アルバイトの時間を減らし、研究に専念する
ことができた。今年8月は皆さまのおかげで、一時
帰国し、予想以上の研究調査を行うことができた。

5.将来
　博士号をとって、牧畜研究に専念したい。学業以

外の活動にも活躍し、地域の活性化などその社会が
もっと良くなるように頑張りたい。卒業した後、
ロータリアンの一員として活躍していきたい。

ニコニコＢＯＸ
岡野　　祐 本日は久々の夜間例会です。皆と

一緒に親睦を深めましょう。ね!!
永嶌さん!!

佐々木昭博  本日は久～しぶりの規制なし夜間
例会です。今のうちに!大いに楽し
みましょう!

猪瀬　　浩 緊急事態宣言も解け、コロナ禍も一
時落ち着いてきました。まだまだ予
断を許せないかと思いますが、この
まま終息していくことを願うばかり
です。本日は宜しくお願いします。

廣田　二郎 ①記念日の花ありがとうございまし
た。11月3日は31回目の結婚記念日
で盛大に祝おうと思っていたとこ
ろ、義母が胆管結石で緊急入院、緊
急手術と帰ってみれば午前様でし
た。②ウニバト君卓話ありがとう。
③ヘルニア悪化で歩くこともままな
らず、しばらく欠席いたします。

隈元　雅博 おとといは22回目の結婚記念日で
した。お花をありがとうございまし
た。久しぶりの夜間例会を楽しみま
しょう!これからもロータリー活動
を頑張ります!

伊藤　　彰 久しぶりの夜間例会の出席となりま
した。日常生活が少しずつ戻りつ
つありますが、寒暖の差が大きい
日々、体調管理に努めて参りたいと
思う今日この頃です。

中野　賢二 今日は久々の千成です。たくさん飲
みますよ。

永嶌　嘉嗣 夜間例会楽しみにしておりました。
念のため言っておきますが、私は酒
が苦手ですので強要しないようにお
願いします。

秋元　政寛 ウニバト君、卓話ありがとうござい
ました。久しぶりの夜間例会やっぱ
りいいですね!

秋元　直樹 コロナの感染者が減少傾向で安定し
てきていますね。このまま終息して
ほしいです。

大浦　芳弘 コロナ対応ですが、各都道府県にお
ける規制も緩和され、弊社としての
対応方針も緩和の方向となり、久方
ぶりに夜の街を楽しめる様になって



きました。ただ、まだ手探り状態
で、会食の人数も4名を少し超える
程度といったところで実施していま
す。ただ、周辺では10名超の宴会開
催の報も聞こえてきますので、少し
ずつ広げていきたいなと思っていま
す。第6波は来るとのことですが、
今の状況が少しでも長く続くことを
期待しつつ夜の街を楽しみたいと思
います。

谷　　浩司 久しぶりの夜間例会で一つの節目と
思い楽しい時間となりました。これ
からはロータリー活動が活発になる
と思いますので、頑張ります。今月
の駅前花壇への協力お願いします。

荒井潤一郎 久しぶりの夜間例会、良かったで
す。また、昨日モルックの練習会に
参加しました。ありがとうございま
した。

大森　俊介 久しぶりの夜間例会お疲れ様でし
た。ウニバト君、貴重なお話ありが
とうございました。

大森　敏隆 久しぶりの夜間例会。徐々に夜の
街も賑わっており、経済が戻って
きており良い事ですネ!。

阿部　輝彦 1ヶ月後に君津市長杯争奪第一回
君津モルック大会が開催されま
す。現在小学生から70代迄60名余
の参加者、貴方も優勝候補です。
是非の御参加をお待ちしていま
す。

倉繁　　裕 先般10月末に久しぶりに九州に出
張しました。復路の羽田空港への降
下中、滑走路が前方視界に入って、
急に機体上昇となり、再着陸まで、
30分かかりました。前の飛行機に"
バードストライク"があったとの事
でした。発生確率は10000回離着陸
あたり10件程度ながら、国内年間
1000件発生があり、一層の対策が
望まれます。

坂井佳代子 皆さんこんばんは。久しぶりの夜間
例会ですね。米山奨学生ウニバト
君、卓話ありがとうございました。
11月の記念日の方々、おめでとうご
ざいます。

吉野　和弘 久しぶりの夜間例会ですね。宜しく
お願い申し上げます。

福田　順也 ウニバトさん、卓話ありがとうござ
いました。

遠田　祐治 久しぶりの夜間例会、楽しみましょ
う!!

小関　常雄 ウニバト様、卓話ありがとうござい
ます。かずさマジックの応援宜しく
お願いします。

篠塚　知美 ウニバトさん、貴重なお話ありがと
うございます。久しぶりの夜間例
会、楽しみです。

小幡　　倖 昨日は猟友会主催の射撃研修に参加
してきました。11月15日～2月15日
迄の猟期に合わせての実施。飛ぶク
レーに当たらず苦心しました。精心
してイノシシをいただける様誓いま
した。久しぶりの懇親例会ありがた
いですね。

鈴木　荘一 久しぶりの夜間例会です。少しウキ
ウキします。

内山貴美子 皆様、本日は夜間例会です。楽しみ
ましょう!

髙橋　雄一 緊急事態宣言もあけ、久々の夜間例
会!!早く普通に戻ることを願いたい
ですね!!米山奨学生ウニバト君、あ
りがとうございました。

川村　優子 久しぶりの夜間例会ですね。宜しく
お願い致します。

秋元ゆかり 皆様こんばんは。昨日はモルック大
会の初練習に行って来ました。思っ
たよりも奥が深いですが、とても楽
しく盛り上がりました。



「慰労会の様子 (R3.11.8)」




