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第1525回例会報告

平成29年 10月 12日（木）曇り

会⾧挨拶

☆幹事報告

会⾧ 高山 厳

【報告事項】
本日のお客様をご紹介いたします。米
本日第5回の理事会が開催されました
山奨学生
トゥムルホヤグ・エンフチメ
ので、決定事項等、ご報告いたします。
グさんとカウンセラーの小林雅範様です。
☆例会について
トゥムルホヤグさん（めぐちゃん）の
1．11月2日 1528回社会奉仕担当例会
ご出身はモンゴル国です。モンゴルと言
は、ゲストを招き卓話いただく。
2．11月9日 1529回青少年奉仕委員会 えばお相撲さんです。モンゴルは、日本
担当例会は、CAPSすわ（すわ子どもを 人から見た国の知名度においては、世界
虐待から守る会）代表の宮原規夫氏に 中でもトップクラスではないでしょうか。
卓話いただく。
日本大相撲の世界で大活躍された人達が、モンゴルの政治経済
3．11月16日 1530回国際奉仕担当例
界に於いても重要な人物になっているようです。素晴らしいこと
会は、ロータリ－財団100周年記念ビ
ですね。私自身は、モンゴルについての知識は、テレビのドキュ
デオを放映。地区補助金等、財団の資 メンタリーなどで知る限りですが、広大な大草原を馬と共に駆け
金の流れについて、小松会員に卓話い 巡る場面と、ビルが林立する大都会・ウランバートルとのコント
ただく。
ラストが美しくもあり素晴らしく、いつかは行ってみたいとあこ
4．11月23日は、勤労感謝の日（祝
がれます。後ほど、小林カウンセラーにご紹介をいただきますが、
日）のため、休会。
めぐちゃんの卓話を楽しみに致します。
5．11月30日 1531回クラブ会報・雑
非常にうれしいお話を致します。
誌広報委員会担当例会は、委員会メン
１０月５日の３クラブ夜間例会では、大いに盛り上がりご協力
バーによる会員卓話。
ありがとうございました。例会のあと、会員有志で立ち寄った、
☆地区大会について
２次会先のスナックのマスターの話です。マスター達が、今年、
総勢16名で、地区大会に参加します。 夏の盛りに、親しい友人らと海外旅行にでかけフィリピン・セブ
島に立ち寄ったときの事です。あちこち見て回り、最後にマン
☆会長ノミニーの選出について
10月17日（火）に第一回目の会合が開 ゴーの加工場の見学となりましたが、夕暮れ間近でしたので「も
う閉園です」とつれなく断られてしまい、途方に暮れていると、
かれます。
どこから来たのかと聞かれ、「日本です」「日本のどこか」と
☆11月11日（日）子どもたち（諏訪
なったので「諏訪」と言う言葉を発すると、相手の態度がコロリ
市）と湖上観察会について
と変わって、とても好意的になり、園内見学はおろか、セブの市
現在、100名ほどの子ども、父兄が参
街地を一望できる展望台にまで案内をしてくれた、との事でした。
加予定です。会員の皆様には是非、当
日の準備等にご協力をお願いします。

♪出席報告
♪ニコニコＢＯＸ
会員数
37人 3名
15,000円
出席対象
37人 累計
159,000円
出席者数
26人 目標額
60万円
出席率
70.3% 達成率
26.5%
前回修正
73.0%
♪今週のことば～続き～

♪今週のことば
トゥムルホヤグ エンフチメグさんようこそ！母国のすばらしさを
ご紹介下さい。重ねて、小林雅範様には、本日ありがとうござい
ました。 高山会長

モンゴル留学生 メグちゃんをお連れしました。
本日はお招きありがとうございます。 松本ＲＣ 小林 雅範

先週は入会以来 2度目の無断欠席をしてしまいました。 ごめんなさい。 蒲池
2017-2018年度

国際ロータリーテーマ

ロータリー：変化をもたらす
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☆幹事報告 ２

会長挨拶～続き～

☆ロータリー財団、米山奨学会寄付に
ついてのお願い
10月、11月に計4回寄付金の受付をいた
します。今季は、財団100ドル（11,000
円程度）米山（10,000円）を目標金額
に設定しております。主旨をご理解い
ただき、温かな支援をよろしくお願い
します。
☆尾上会員米寿のお祝いの会について
（有志）
10月26日（木）ぎん月で7時より、会費
5,000円にて開催します。大勢の会員の
皆様と一緒にお祝いしましょう！
【報告事項】
1．10月14～15日の地区大会は、16名で
参加します。
懇親会は、ぎん月にて6時30分より
8名参加にて開催します。
2．松本南ロータリークラブより、例会
場の名前変更の案内が届きました。
【連絡事項】
1．献血啓発用ティシュが届きました。
小袋にしてありますのでひとつずつお
持ち下さい。
2．RYLA開催のお礼状が届きました。
3．経済と地域社会の発展月下に関する
資料が届きました。
4．諏訪湖水辺整備に関する地域懇談会
の案内が、長崎政直会員宛に届きまし
た。長崎会員に依頼します。
【受領文書】
1．月信が届きました。
2．ロータリーの友が届きました。

ちなみに前後にいた他の団体の人達は、体よく断られてし
まっていたとのことです。そのマスターは、諏訪湖ＲＣと
フィリピン・セブとの関わりを知るよしも無いわけですので、
訳がわからないまま好意に甘えていたようです。
その話を聞いて、スナックにいた私たちは大いに盛り上が
りました。誇りに思えました。地道に続けているフィリピ
ン・セブ島への支援・奉仕活動が宝物になっていました。
あれよあれよという間に国政選挙です。与党自民党の不祥
事があれば、野党でも問題だらけ、訳がわからなくなってい
る所へ解散総選挙、小池都知事が慌ただしく対抗野党を立ち
上げれば、それまでの野党第一党が霧の如く消えてしまいま
した。
国政とは、選挙とは、虚々実々の駆け引きと、機を見るに敏
な即応力が絶対の条件のようです。短期決戦であるが故に、
今回の選挙戦を見ていると、私たち日常のビジネスと大いに
共通点があることがわかりました。
日本と、世界の平和を祈ります。

今月の誕生日

今月の結婚祝い

～愛しいふるさとモンゴル～
米山奨学生 トゥムルホヤグ エンフチメグ

小林様

私の母国モンゴルは中国とロシアという大 2 国に囲まれている内陸国だ
モンゴルの首都はウランバートル。
☆面積：1,566,500km² (18 位)
☆ 人口：3,080,000 人
☆ 人口密度：2人/km²㎢
モンゴルの国旗
モンゴルの国旗は、赤・青・赤の順で、左側の赤地にソヨンボという意匠を配し
た旗。ソヨンボ文字はかつてモンゴルで使われていた文字で、ソヨンボの意味に
は色々な説がある。それぞれの図形は上から、火・地球・水・太陽・月・陰陽を
あらわしている。現在の国旗自体は正確には社会主義政権時代（モンゴル人民共
和国）に制定されたもので、1949 年からソヨンボの上に社会主義を意味する金星
が付いていたが 1992 年に外された。

メグさん
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モンゴル国章
国章には仏教やモンゴル民族の伝統のシンボルが組み込まれている。まず国章の
外側を囲む円形に描かれた文様は「tumen nusan」と呼ばれるもので、終わりが
ない文様は永遠の象徴でもある。その中は青色の地があり、モンゴルの人々が崇
拝してきた大空を象徴している。青地の上の方には三つの宝石（chandmani）が
ある。これは仏教でいう三宝を表し、モンゴルの民話では願いを聞き入れるもの
でもある。これは過去・現在・未来の三つをも象徴している。青地の中央には
「ソヨンボ」が組み合わされた馬が描かれている。ソヨンボはかつてモンゴルで
使われた文字（ソヨンボ文字）の名で、モンゴルを象徴するシンボルでもありモ
ンゴルの国旗にも描かれている。
ゲル
ゲルは、主にモンゴル高原に住む遊牧民が使用している、伝統的な移動式住居だ。
ゲルは円形で、中心の柱（2 本）によって支えられた骨組みをもち、屋根部分に
は中心から放射状に梁が渡される。これにヒツジの毛でつくったフェルトをかぶ
せ、屋根・壁に相当する覆いとする。壁の外周部分の骨格は木組みで、菱格子に
組んであり接合部はピン構造になっているので蛇腹式に折り畳むことができる。
ウランバートル
ウランバートルは、モンゴル国の首都であり最大の都市。人口は 1,314,500 人
で、同国の人口のおよそ半数近くが集まる極端な一極集中となっている。名実と
もにモンゴルの政治・経済の中心地で、中国からロシア（欧州）に至る国際鉄道
の主要な中継地。エルデネットとダルハンもモンゴルの大都市のひとつである。
ゴビ砂漠
ゴビ砂漠は、中国の内モンゴル自治区からモンゴルにかけて広がる砂漠。ゴビと
はモンゴル語で「沙漠、乾燥した土地、礫が広がる草原」などを意味する。東西
約 1600km、南北約 970km、総面積は約 130 万 km2で、世界で 4 番目の大きさ
を誇る。
モンゴル文字
モンゴル文字 13 世紀ごろウイグル文字から派生した文字で、主にモンゴル語を
表記する。専ら縦書きされ、行は左から右へ綴られる（左縦書き）。現在は主に
中華人民共和国内モンゴル自治区で使われているが、モンゴル国では 1994 年以
降義務教育化され、歴史と伝統・文化の象徴として書道やクラフトアートをはじ
めとした芸術作品に活用されている。
日本に留学したきっかけ
私の母国モンゴルは当時、第二のサウジアラビアになると言われるほど急激に発
展していた。実質経済成長率は 12.28%で、世界４位という記録を残し、首都で
あるウランバートルで高層ビルが立ち並び、郊外にはまばゆいばかりの豪華なマ
ンションが続々、建ち上がっているなどなイメージを持っている人が多い。しか
し、この華やかなイメージの後ろに影があるのだ。モンゴルの急激の発達は鉱業
によってもたされている。ウランバートルには見られないが、鉱山開発が行われ
ているオウ・トルゴイ、タバン・トルゴイでの環境破壊は深刻だ。さらに、モン
ゴルには工業が少なく、技術が発展していない。モンゴルはロシアと中国という
二つの大国に囲まれて、人々は主にこの二つの国の輸入品に依存して暮らしてい

§ＲＩ２６００地区２０１７－２０１８年度地区大会に参加してきました§
１０月１４（土）・１５日(日) 長野のホテル国際２１においてＲＩ２６０
０地区２０１７－２０１８年度地区大会が開催されました。
今年は久々にマイクロバスでの参加ということもあり１６名の多くの方に参加
をいただき賑やかに行ってまいりました。また帰ってきてからも恒例の懇親会
も開催されました。参加の皆様ご苦労様でした。
地区大会は式典ですので退屈な場面もありますが、参加すればそれなりの意義
あるものです。ぜひ来年は今年欠席の方もご参加ください

