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本日　３月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の研究について」

米山記念奨学生 ドュリヤサーット・ファーックファン 氏

次週　３月21日㈬ 

　　　 　休　　　　会　（ 春 分 の 日 ）

第2369回　例会報告／平成30年３月７日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「４つのテスト」
  「バースディ・ソング」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
３月に入り、やっと暖か
くなりつつあります。私
にとっても３月というの
は非常に楽しみな月であ
りまして、今週は土佐カ

ントリークラブでプロギアの女子ゴルフがあ
ります。毎年、11月の男子ゴルフも見に行き
ます。そして何と言っても、命の次に大事な
選抜高校野球が始まります。３月23日から４
月４日まで、何とか２、３日は行きたいと思
っています。
　２月の平昌オリンピックでは13個のメダル
を取って、非常に賑わっている最中に、東京
地検により、新幹線に関して大手ゼネコンの
４社から逮捕者が出ました。同じ業界ですの
で、今後の成り行きを注目していきたいと思
っています。
　さて、米山翁のことですが、大正７年２月、
訪米から帰国します。３月には次女の結婚、
10月22日から12月22日までは朝鮮、満州を経
て中国に旅行します。ロータリーの設立には、
福島さんがアメリカダラスで勉強してきたこ
とが大きかったようです。福島さんは大正９
年１月に帰国。帰国に際し、ダラスＲＣの会

員から日本にもロータリークラブを創るよう
に進められ、大正９年２月28日付け６月末ま
での期限で、シカゴのロータリークラブ国際
連合会から特別代表の委嘱をされますが、期
限までに日本でクラブを創立することはでき
ませんでした。延期申し出をして、チェスペ
リー事務総長宛の報告には「詳細調査の結果、
全権を米山梅吉氏に一任」とあります。
　その後、米山翁は大正９年８月、自らが選
定したであろう18名を集めてロータリーを創
設します。９月１日、設立準備委員会、10月
20日、創立総会を開き、10月21日に創立総会
終了をロータリー本部に報告。創立時の会員
は28名（東京クラブ50周年記念誌による）。
メンバーを選ぶ基準は、国家的な人物、国際
的視野を有する人物、英語が話せること。会
長は米山梅吉翁、幹事は福島さん。その後、
福島さんはすぐに大阪に転勤。大阪のクラブ
でも幹事を務めています。
　当時は、国際連合会と称しており、現在の
国際ロータリー（ロータリーインターナショ
ナル）の名称は1922（大正11）年６月に、ロ
スアンゼルスにおける年次大会で決定してい
ます。
　本日の卓話は、米山記念奨学生のオユン・
ズブドエルデネさんに「モンゴルのお祭りと
日本での学生生活」と題して、お話を伺いま
す。
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◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知中央ＲＣ　　田部和彦 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　オユン・ズブドエルデネさん
◇委員会報告
・３月11日、地区研修協議会が新居浜で開か

れます。出席義務のある委員長さんは、よ
ろしくお願いします。

・４月10日、城西館にて第１回クラブ協議会
を行います。各委員長の出席をお願いしま
す。

◇３月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　淳一
　西森やよい
　八田　聡子
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋
　水上　　元

 ● 配偶者誕生日
　西森　泰子　　久松由紀美　　川端　リカ
　石川　博子　　別役　佳代　　北村　絵里
　山崎　誠子
 ● 家庭記念日
　松本　隆之　　山崎　敏朗　　猿田　隆夫
 ● 入会記念日
　田内　正文　　柳澤　光秋　　別役　修平
　小比賀和弘
◇会　長　報　告
・本日、当ホテルで６時半から宇津木会員の

送別会を行います。
・ロータリーの友３月号に、「今から始める

長生きのための食生活の秘訣」という記事
が載っています。ご一読ください。

◇幹　事　報　告
・８ＲＣ合同夜間例会が４月24日㈫18時半か

ら三翠園で行われます。多数の出席をお願
いします。

・来週は情報集会です。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。
・当クラブがホストとなって開催した地区大

会のＤＶＤが、10枚ほどあります。希望者
はご連絡ください。希望者多数の場合は、
ダビング代（数百円）をいただくことにな
ります。
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本式だったため、ここで日本語と英語を選ん
で、日本の文化にも興味を持つようになりま
した。それに、私が勉強したい食品化学の分
野で、日本は世界でトップの国です。さらに、
高校時代、一度日本に来る機会があり、日本
の食べ物がすごく美味しくて、味が優しい感
じがしました。姉も日本に留学していました
ので、その姿に憧れたということもあります。
　去年、ロータリーの留学生が明徳に集まっ
て交流会をしました。毎年、私の出身高校を
卒業した仲間が20、30名、日本全国に留学し
ています。高知には、高知大に４人、高知高
専に１人、明徳に５人います。毎年３月には、
全国から東京の国会議事堂で勉強会をして、
先輩たちの卒業論文などを聞いて、刺激を受
けエネルギーをもらっています。
　モンゴルは中国とロシアの間にあり、首都
はウランバートル。人口は300万で半分がウ
ランバートルに住んでいます。人口の70％が
19歳から50歳です。言語はモンゴル語、昔は
縦文字を使っていたそうですが、1990年代か
らは基本的にキリル文字です。気候は大陸性
で、とても乾燥しています。冬が長く９月か
ら雪が降り始め５月に降ることもあり、最低
気温はマイナス30から40度。夏は短くわずか
２、３ヵ月間で、取れる作物は日本より少な
くて、主にジャガイモ、ニンジン、キャベツ、
タマネギなどですが、最近は、中国やロシア
から冬の野菜を輸入しています。日本人はモ
ンゴルというと草原と砂漠のイメージがある
ようですが、緑の森林も多くあります。私は
１年に１度はモンゴルに帰りますが、１年ご
とに新しい店や建物などができて変わってい
ます。
　モンゴルでは、毎年７月11日から13日まで、
ナーダムという全国的な大きなお祭りがあり、
相撲、競馬、アーチェリーの３つの競技が行
われます。モンゴル相撲は日本と違い土俵が

ありません。
競馬の騎手
は９歳以下
の子どもた
ちですが、
アーチェリ
ーは年齢制
限はありま
せん。ナーダムのときに食べるのは、ホー
ショールとボーズで、日本の揚げ餃子のよう
なものです。日本で行われるモンゴルの祭り
があります。2000年から毎年５月３日、４日
に開催される「ハウリンバヤル（春の祭
り）」で、日本で開催される最大級のモンゴ
ルのイベントです。これは、日本に留学して
いるモンゴルの学生と日本人のサポートで運
営されており、例年、モンゴル出身のお相撲
さんが会場に来てくれます。遊牧民の住むゲ
ルを建てたり、モンゴル相撲、踊り、馬頭琴
の演奏もあります。モンゴル料理などの販売
や衣装の試着もできます。
　４月から、ロータリーの米山奨学金をもら
えるようになり勉強に集中でき、これからの
研究にも大きな支援となっています。留学生
の友人も増えて、同じ分野で働く人たちとの
ネットワークも広がったことも本当に嬉しく
思っています。カウンセラーの田部さんから
も、これから先のことについていろんなアド
バイスをいただいています。また、例会に参
加して皆さんの話を聞いたり、卓話をするこ
とで、自分のことを話したり、日本語や日本
の文化についても学ぶいい機会になっている
と思います。米山奨学生になったことを、大
変嬉しく思っています。これからも、勉強と
研究に頑張っていきます。ありがとうござい
ます。ロータリーの皆さんに心より感謝して
います。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月４日㈬　定例理事会
４月10日㈫　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会

　私の名前は、スブドエルデネ、苗字はオユ
ンです。スブドエルデネは日本語に訳すと真
珠という意味です。高知大学農学部食料科学
コースの３年生で、食品の成分や機能性食品
について勉強しています。今は食品化学の研
究室に入っていて、モンゴルの薬草、植物の
研究をしています。そして、日本とカナダ、
オーストラリアの大学院に申請するつもりで
す。将来は、私はお茶とチーズが好きですの
で、モンゴルで食品メーカーの工場を創りた

いと思っています。
　出身はモンゴルのウランバートル市。日本
式の高校で３年間日本語の勉強をして、日本
に来ました。趣味は卓球で高校３年間してい
ました。ウクレレは今年の１月から練習して
います。好きな食べ物は日本のお寿司と梅干
しです。梅干しも食べると目が覚めて元気に
なります。高知の食べ物では、カツオ節や塩
ケンピがおいしいです。　
　私が留学先に日本を選んだのは、高校が日
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◇出席率報告

 ● 田部和彦（高知中央ＲＣ）本日はありがと
うございました。これからもオユン・スブド
エルデネさんと４月からの米山奨学生をよろ
しくお願いいたします。顔を見かけたら、お
声がけをしていただければ励みになります。
 ● 石川　健　家内の誕生日を祝っていただき
ありがとうございます。３月になりました。
３月９、10、11はプロギア女子ゴルフ（土佐
カン）と３月23日からセンバツ高校野球が始
まります。私にとっては、楽しいシーズンに
なりました。ロータリー会長職もあと４ヵ月。
ガンバリます。　　　　
 ● 土居祐三　酒井建設、社長様、見積もりあ
りがとうございます。熟考させていただきま
す。
 ● 西森やよい　２月の夫の誕生祝いありがと
うございました。３月の私の誕生祝いありが
とうございます。充実した１年をすごしてい
きたいです。ホームクラブ長期間欠席のお詫
び。先月2017－18の財団事業の報告が完了し
ました。お世話になりました。
 ● 岡本淳一　誕生祝いありがとうございます。
最後の40代の誕生日、49歳になりました。さ

みしぃ～。
 ● 宇津木達也　本日はお忙しい中、送別会を
開いていただきありがとうございます。来週
が、最後の例会になりますのでよろしくお願
いいたします。
 ● 溝渕源樹　無事、退院しました。お見舞い
ありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　誕生祝い、入会記念お礼。
 ● 早瀬源慶　超高齢になりましたが、お付き
合いの程よろしくお願い申します。
 ● 久松啓一　家内の誕生日祝品、ありがとう
ございます。
 ● 北村　裕　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。例年、妻への花束の代わりに花壇に
チューリップを植えて祝っております。安上
がりです。
 ● 川端信一郎　家内の誕生祝いありがとうご
ざいました。
 ● 松本隆之　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。完全に失念してました。危な
い危ない…。丸15年になります。
 ● 猿田隆夫　結婚記念日です。完全に忘れて
いました。また夫婦ゲンカになりそうです。
 ● 別役修平　入会祝い、マグネット会員章を
いただきました。入会12年です。ありがとう
ございました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,277,840円

57,700円

1,335,540円

13,951円

115円

14,066円

1,291,791円

57,815円

1,349,606円

チビニコ 合　計

３月７日
今期の累計

「モンゴルのお祭りと
　　　　　日本での学生生活」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  オユン・スブドエルデネ 氏

３月７日

２月21日

総数
－2 57
－7 57

出席
45
31

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

78.95％

54.39％

出席率
92.73％

100％

6
19

窪田満里子会員
「ハッピーちゃん（左）と　　
　母犬・リスミーちゃん（右）」

窪田満里子会員
「ハッピーちゃん（左）と　　
　母犬・リスミーちゃん（右）」

宇津木達也会員 送別会
2018年３月７日㈬　於：ザ クラウンパレス・マンダリンコート

　昨年12月、大学の剣道部同期から思いがけない写真を送って来た。一年生の時、葉山合宿
した時の写真である。
　ちょっとボケて見にくいところがあるが、なつかしい顔ぶれが見られる。一番前に座って
いるのは、一年生ばかりで私は左から４番目に顔を見せている。
　一年生と云えば、19歳でまだ成人式を終えてない。写真の一年生はみな子供っぽさ、あど
けなさを残している。
　しかし、今では60年という齢を重ねて79歳のジジイになった。私は人の名前を忘れたりし
てちょっとボケ気味になって
いる。
　すでに亡くなられた方もい
るが年一回、東京で集まって
新年会を続けている。昨年も
横浜の中華街のお店で楽しい
ひと時を過ごした。

大学剣道部の葉山合宿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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本日　３月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の研究について」

米山記念奨学生 ドュリヤサーット・ファーックファン 氏

次週　３月21日㈬ 

　　　 　休　　　　会　（ 春 分 の 日 ）

第2369回　例会報告／平成30年３月７日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「４つのテスト」
  「バースディ・ソング」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
３月に入り、やっと暖か
くなりつつあります。私
にとっても３月というの
は非常に楽しみな月であ
りまして、今週は土佐カ

ントリークラブでプロギアの女子ゴルフがあ
ります。毎年、11月の男子ゴルフも見に行き
ます。そして何と言っても、命の次に大事な
選抜高校野球が始まります。３月23日から４
月４日まで、何とか２、３日は行きたいと思
っています。
　２月の平昌オリンピックでは13個のメダル
を取って、非常に賑わっている最中に、東京
地検により、新幹線に関して大手ゼネコンの
４社から逮捕者が出ました。同じ業界ですの
で、今後の成り行きを注目していきたいと思
っています。
　さて、米山翁のことですが、大正７年２月、
訪米から帰国します。３月には次女の結婚、
10月22日から12月22日までは朝鮮、満州を経
て中国に旅行します。ロータリーの設立には、
福島さんがアメリカダラスで勉強してきたこ
とが大きかったようです。福島さんは大正９
年１月に帰国。帰国に際し、ダラスＲＣの会

員から日本にもロータリークラブを創るよう
に進められ、大正９年２月28日付け６月末ま
での期限で、シカゴのロータリークラブ国際
連合会から特別代表の委嘱をされますが、期
限までに日本でクラブを創立することはでき
ませんでした。延期申し出をして、チェスペ
リー事務総長宛の報告には「詳細調査の結果、
全権を米山梅吉氏に一任」とあります。
　その後、米山翁は大正９年８月、自らが選
定したであろう18名を集めてロータリーを創
設します。９月１日、設立準備委員会、10月
20日、創立総会を開き、10月21日に創立総会
終了をロータリー本部に報告。創立時の会員
は28名（東京クラブ50周年記念誌による）。
メンバーを選ぶ基準は、国家的な人物、国際
的視野を有する人物、英語が話せること。会
長は米山梅吉翁、幹事は福島さん。その後、
福島さんはすぐに大阪に転勤。大阪のクラブ
でも幹事を務めています。
　当時は、国際連合会と称しており、現在の
国際ロータリー（ロータリーインターナショ
ナル）の名称は1922（大正11）年６月に、ロ
スアンゼルスにおける年次大会で決定してい
ます。
　本日の卓話は、米山記念奨学生のオユン・
ズブドエルデネさんに「モンゴルのお祭りと
日本での学生生活」と題して、お話を伺いま
す。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知中央ＲＣ　　田部和彦 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　オユン・ズブドエルデネさん
◇委員会報告
・３月11日、地区研修協議会が新居浜で開か

れます。出席義務のある委員長さんは、よ
ろしくお願いします。

・４月10日、城西館にて第１回クラブ協議会
を行います。各委員長の出席をお願いしま
す。

◇３月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　淳一
　西森やよい
　八田　聡子
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋
　水上　　元

 ● 配偶者誕生日
　西森　泰子　　久松由紀美　　川端　リカ
　石川　博子　　別役　佳代　　北村　絵里
　山崎　誠子
 ● 家庭記念日
　松本　隆之　　山崎　敏朗　　猿田　隆夫
 ● 入会記念日
　田内　正文　　柳澤　光秋　　別役　修平
　小比賀和弘
◇会　長　報　告
・本日、当ホテルで６時半から宇津木会員の

送別会を行います。
・ロータリーの友３月号に、「今から始める

長生きのための食生活の秘訣」という記事
が載っています。ご一読ください。

◇幹　事　報　告
・８ＲＣ合同夜間例会が４月24日㈫18時半か

ら三翠園で行われます。多数の出席をお願
いします。

・来週は情報集会です。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。
・当クラブがホストとなって開催した地区大

会のＤＶＤが、10枚ほどあります。希望者
はご連絡ください。希望者多数の場合は、
ダビング代（数百円）をいただくことにな
ります。
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本式だったため、ここで日本語と英語を選ん
で、日本の文化にも興味を持つようになりま
した。それに、私が勉強したい食品化学の分
野で、日本は世界でトップの国です。さらに、
高校時代、一度日本に来る機会があり、日本
の食べ物がすごく美味しくて、味が優しい感
じがしました。姉も日本に留学していました
ので、その姿に憧れたということもあります。
　去年、ロータリーの留学生が明徳に集まっ
て交流会をしました。毎年、私の出身高校を
卒業した仲間が20、30名、日本全国に留学し
ています。高知には、高知大に４人、高知高
専に１人、明徳に５人います。毎年３月には、
全国から東京の国会議事堂で勉強会をして、
先輩たちの卒業論文などを聞いて、刺激を受
けエネルギーをもらっています。
　モンゴルは中国とロシアの間にあり、首都
はウランバートル。人口は300万で半分がウ
ランバートルに住んでいます。人口の70％が
19歳から50歳です。言語はモンゴル語、昔は
縦文字を使っていたそうですが、1990年代か
らは基本的にキリル文字です。気候は大陸性
で、とても乾燥しています。冬が長く９月か
ら雪が降り始め５月に降ることもあり、最低
気温はマイナス30から40度。夏は短くわずか
２、３ヵ月間で、取れる作物は日本より少な
くて、主にジャガイモ、ニンジン、キャベツ、
タマネギなどですが、最近は、中国やロシア
から冬の野菜を輸入しています。日本人はモ
ンゴルというと草原と砂漠のイメージがある
ようですが、緑の森林も多くあります。私は
１年に１度はモンゴルに帰りますが、１年ご
とに新しい店や建物などができて変わってい
ます。
　モンゴルでは、毎年７月11日から13日まで、
ナーダムという全国的な大きなお祭りがあり、
相撲、競馬、アーチェリーの３つの競技が行
われます。モンゴル相撲は日本と違い土俵が

ありません。
競馬の騎手
は９歳以下
の子どもた
ちですが、
アーチェリ
ーは年齢制
限はありま
せん。ナーダムのときに食べるのは、ホー
ショールとボーズで、日本の揚げ餃子のよう
なものです。日本で行われるモンゴルの祭り
があります。2000年から毎年５月３日、４日
に開催される「ハウリンバヤル（春の祭
り）」で、日本で開催される最大級のモンゴ
ルのイベントです。これは、日本に留学して
いるモンゴルの学生と日本人のサポートで運
営されており、例年、モンゴル出身のお相撲
さんが会場に来てくれます。遊牧民の住むゲ
ルを建てたり、モンゴル相撲、踊り、馬頭琴
の演奏もあります。モンゴル料理などの販売
や衣装の試着もできます。
　４月から、ロータリーの米山奨学金をもら
えるようになり勉強に集中でき、これからの
研究にも大きな支援となっています。留学生
の友人も増えて、同じ分野で働く人たちとの
ネットワークも広がったことも本当に嬉しく
思っています。カウンセラーの田部さんから
も、これから先のことについていろんなアド
バイスをいただいています。また、例会に参
加して皆さんの話を聞いたり、卓話をするこ
とで、自分のことを話したり、日本語や日本
の文化についても学ぶいい機会になっている
と思います。米山奨学生になったことを、大
変嬉しく思っています。これからも、勉強と
研究に頑張っていきます。ありがとうござい
ます。ロータリーの皆さんに心より感謝して
います。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月４日㈬　定例理事会
４月10日㈫　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会

　私の名前は、スブドエルデネ、苗字はオユ
ンです。スブドエルデネは日本語に訳すと真
珠という意味です。高知大学農学部食料科学
コースの３年生で、食品の成分や機能性食品
について勉強しています。今は食品化学の研
究室に入っていて、モンゴルの薬草、植物の
研究をしています。そして、日本とカナダ、
オーストラリアの大学院に申請するつもりで
す。将来は、私はお茶とチーズが好きですの
で、モンゴルで食品メーカーの工場を創りた

いと思っています。
　出身はモンゴルのウランバートル市。日本
式の高校で３年間日本語の勉強をして、日本
に来ました。趣味は卓球で高校３年間してい
ました。ウクレレは今年の１月から練習して
います。好きな食べ物は日本のお寿司と梅干
しです。梅干しも食べると目が覚めて元気に
なります。高知の食べ物では、カツオ節や塩
ケンピがおいしいです。　
　私が留学先に日本を選んだのは、高校が日
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◇出席率報告

 ● 田部和彦（高知中央ＲＣ）本日はありがと
うございました。これからもオユン・スブド
エルデネさんと４月からの米山奨学生をよろ
しくお願いいたします。顔を見かけたら、お
声がけをしていただければ励みになります。
 ● 石川　健　家内の誕生日を祝っていただき
ありがとうございます。３月になりました。
３月９、10、11はプロギア女子ゴルフ（土佐
カン）と３月23日からセンバツ高校野球が始
まります。私にとっては、楽しいシーズンに
なりました。ロータリー会長職もあと４ヵ月。
ガンバリます。　　　　
 ● 土居祐三　酒井建設、社長様、見積もりあ
りがとうございます。熟考させていただきま
す。
 ● 西森やよい　２月の夫の誕生祝いありがと
うございました。３月の私の誕生祝いありが
とうございます。充実した１年をすごしてい
きたいです。ホームクラブ長期間欠席のお詫
び。先月2017－18の財団事業の報告が完了し
ました。お世話になりました。
 ● 岡本淳一　誕生祝いありがとうございます。
最後の40代の誕生日、49歳になりました。さ

みしぃ～。
 ● 宇津木達也　本日はお忙しい中、送別会を
開いていただきありがとうございます。来週
が、最後の例会になりますのでよろしくお願
いいたします。
 ● 溝渕源樹　無事、退院しました。お見舞い
ありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　誕生祝い、入会記念お礼。
 ● 早瀬源慶　超高齢になりましたが、お付き
合いの程よろしくお願い申します。
 ● 久松啓一　家内の誕生日祝品、ありがとう
ございます。
 ● 北村　裕　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。例年、妻への花束の代わりに花壇に
チューリップを植えて祝っております。安上
がりです。
 ● 川端信一郎　家内の誕生祝いありがとうご
ざいました。
 ● 松本隆之　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。完全に失念してました。危な
い危ない…。丸15年になります。
 ● 猿田隆夫　結婚記念日です。完全に忘れて
いました。また夫婦ゲンカになりそうです。
 ● 別役修平　入会祝い、マグネット会員章を
いただきました。入会12年です。ありがとう
ございました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,277,840円

57,700円

1,335,540円

13,951円

115円

14,066円

1,291,791円

57,815円

1,349,606円

チビニコ 合　計

３月７日
今期の累計

「モンゴルのお祭りと
　　　　　日本での学生生活」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  オユン・スブドエルデネ 氏

３月７日

２月21日

総数
－2 57
－7 57

出席
45
31

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

78.95％

54.39％

出席率
92.73％

100％

6
19

窪田満里子会員
「ハッピーちゃん（左）と　　
　母犬・リスミーちゃん（右）」

窪田満里子会員
「ハッピーちゃん（左）と　　
　母犬・リスミーちゃん（右）」

宇津木達也会員 送別会
2018年３月７日㈬　於：ザ クラウンパレス・マンダリンコート

　昨年12月、大学の剣道部同期から思いがけない写真を送って来た。一年生の時、葉山合宿
した時の写真である。
　ちょっとボケて見にくいところがあるが、なつかしい顔ぶれが見られる。一番前に座って
いるのは、一年生ばかりで私は左から４番目に顔を見せている。
　一年生と云えば、19歳でまだ成人式を終えてない。写真の一年生はみな子供っぽさ、あど
けなさを残している。
　しかし、今では60年という齢を重ねて79歳のジジイになった。私は人の名前を忘れたりし
てちょっとボケ気味になって
いる。
　すでに亡くなられた方もい
るが年一回、東京で集まって
新年会を続けている。昨年も
横浜の中華街のお店で楽しい
ひと時を過ごした。

大学剣道部の葉山合宿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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本日　３月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の研究について」

米山記念奨学生 ドュリヤサーット・ファーックファン 氏

次週　３月21日㈬ 

　　　 　休　　　　会　（ 春 分 の 日 ）

第2369回　例会報告／平成30年３月７日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「４つのテスト」
  「バースディ・ソング」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
３月に入り、やっと暖か
くなりつつあります。私
にとっても３月というの
は非常に楽しみな月であ
りまして、今週は土佐カ

ントリークラブでプロギアの女子ゴルフがあ
ります。毎年、11月の男子ゴルフも見に行き
ます。そして何と言っても、命の次に大事な
選抜高校野球が始まります。３月23日から４
月４日まで、何とか２、３日は行きたいと思
っています。
　２月の平昌オリンピックでは13個のメダル
を取って、非常に賑わっている最中に、東京
地検により、新幹線に関して大手ゼネコンの
４社から逮捕者が出ました。同じ業界ですの
で、今後の成り行きを注目していきたいと思
っています。
　さて、米山翁のことですが、大正７年２月、
訪米から帰国します。３月には次女の結婚、
10月22日から12月22日までは朝鮮、満州を経
て中国に旅行します。ロータリーの設立には、
福島さんがアメリカダラスで勉強してきたこ
とが大きかったようです。福島さんは大正９
年１月に帰国。帰国に際し、ダラスＲＣの会

員から日本にもロータリークラブを創るよう
に進められ、大正９年２月28日付け６月末ま
での期限で、シカゴのロータリークラブ国際
連合会から特別代表の委嘱をされますが、期
限までに日本でクラブを創立することはでき
ませんでした。延期申し出をして、チェスペ
リー事務総長宛の報告には「詳細調査の結果、
全権を米山梅吉氏に一任」とあります。
　その後、米山翁は大正９年８月、自らが選
定したであろう18名を集めてロータリーを創
設します。９月１日、設立準備委員会、10月
20日、創立総会を開き、10月21日に創立総会
終了をロータリー本部に報告。創立時の会員
は28名（東京クラブ50周年記念誌による）。
メンバーを選ぶ基準は、国家的な人物、国際
的視野を有する人物、英語が話せること。会
長は米山梅吉翁、幹事は福島さん。その後、
福島さんはすぐに大阪に転勤。大阪のクラブ
でも幹事を務めています。
　当時は、国際連合会と称しており、現在の
国際ロータリー（ロータリーインターナショ
ナル）の名称は1922（大正11）年６月に、ロ
スアンゼルスにおける年次大会で決定してい
ます。
　本日の卓話は、米山記念奨学生のオユン・
ズブドエルデネさんに「モンゴルのお祭りと
日本での学生生活」と題して、お話を伺いま
す。
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◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知中央ＲＣ　　田部和彦 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　オユン・ズブドエルデネさん
◇委員会報告
・３月11日、地区研修協議会が新居浜で開か

れます。出席義務のある委員長さんは、よ
ろしくお願いします。

・４月10日、城西館にて第１回クラブ協議会
を行います。各委員長の出席をお願いしま
す。

◇３月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　淳一
　西森やよい
　八田　聡子
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋
　水上　　元

 ● 配偶者誕生日
　西森　泰子　　久松由紀美　　川端　リカ
　石川　博子　　別役　佳代　　北村　絵里
　山崎　誠子
 ● 家庭記念日
　松本　隆之　　山崎　敏朗　　猿田　隆夫
 ● 入会記念日
　田内　正文　　柳澤　光秋　　別役　修平
　小比賀和弘
◇会　長　報　告
・本日、当ホテルで６時半から宇津木会員の

送別会を行います。
・ロータリーの友３月号に、「今から始める

長生きのための食生活の秘訣」という記事
が載っています。ご一読ください。

◇幹　事　報　告
・８ＲＣ合同夜間例会が４月24日㈫18時半か

ら三翠園で行われます。多数の出席をお願
いします。

・来週は情報集会です。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。
・当クラブがホストとなって開催した地区大

会のＤＶＤが、10枚ほどあります。希望者
はご連絡ください。希望者多数の場合は、
ダビング代（数百円）をいただくことにな
ります。
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本式だったため、ここで日本語と英語を選ん
で、日本の文化にも興味を持つようになりま
した。それに、私が勉強したい食品化学の分
野で、日本は世界でトップの国です。さらに、
高校時代、一度日本に来る機会があり、日本
の食べ物がすごく美味しくて、味が優しい感
じがしました。姉も日本に留学していました
ので、その姿に憧れたということもあります。
　去年、ロータリーの留学生が明徳に集まっ
て交流会をしました。毎年、私の出身高校を
卒業した仲間が20、30名、日本全国に留学し
ています。高知には、高知大に４人、高知高
専に１人、明徳に５人います。毎年３月には、
全国から東京の国会議事堂で勉強会をして、
先輩たちの卒業論文などを聞いて、刺激を受
けエネルギーをもらっています。
　モンゴルは中国とロシアの間にあり、首都
はウランバートル。人口は300万で半分がウ
ランバートルに住んでいます。人口の70％が
19歳から50歳です。言語はモンゴル語、昔は
縦文字を使っていたそうですが、1990年代か
らは基本的にキリル文字です。気候は大陸性
で、とても乾燥しています。冬が長く９月か
ら雪が降り始め５月に降ることもあり、最低
気温はマイナス30から40度。夏は短くわずか
２、３ヵ月間で、取れる作物は日本より少な
くて、主にジャガイモ、ニンジン、キャベツ、
タマネギなどですが、最近は、中国やロシア
から冬の野菜を輸入しています。日本人はモ
ンゴルというと草原と砂漠のイメージがある
ようですが、緑の森林も多くあります。私は
１年に１度はモンゴルに帰りますが、１年ご
とに新しい店や建物などができて変わってい
ます。
　モンゴルでは、毎年７月11日から13日まで、
ナーダムという全国的な大きなお祭りがあり、
相撲、競馬、アーチェリーの３つの競技が行
われます。モンゴル相撲は日本と違い土俵が

ありません。
競馬の騎手
は９歳以下
の子どもた
ちですが、
アーチェリ
ーは年齢制
限はありま
せん。ナーダムのときに食べるのは、ホー
ショールとボーズで、日本の揚げ餃子のよう
なものです。日本で行われるモンゴルの祭り
があります。2000年から毎年５月３日、４日
に開催される「ハウリンバヤル（春の祭
り）」で、日本で開催される最大級のモンゴ
ルのイベントです。これは、日本に留学して
いるモンゴルの学生と日本人のサポートで運
営されており、例年、モンゴル出身のお相撲
さんが会場に来てくれます。遊牧民の住むゲ
ルを建てたり、モンゴル相撲、踊り、馬頭琴
の演奏もあります。モンゴル料理などの販売
や衣装の試着もできます。
　４月から、ロータリーの米山奨学金をもら
えるようになり勉強に集中でき、これからの
研究にも大きな支援となっています。留学生
の友人も増えて、同じ分野で働く人たちとの
ネットワークも広がったことも本当に嬉しく
思っています。カウンセラーの田部さんから
も、これから先のことについていろんなアド
バイスをいただいています。また、例会に参
加して皆さんの話を聞いたり、卓話をするこ
とで、自分のことを話したり、日本語や日本
の文化についても学ぶいい機会になっている
と思います。米山奨学生になったことを、大
変嬉しく思っています。これからも、勉強と
研究に頑張っていきます。ありがとうござい
ます。ロータリーの皆さんに心より感謝して
います。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月４日㈬　定例理事会
４月10日㈫　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会

　私の名前は、スブドエルデネ、苗字はオユ
ンです。スブドエルデネは日本語に訳すと真
珠という意味です。高知大学農学部食料科学
コースの３年生で、食品の成分や機能性食品
について勉強しています。今は食品化学の研
究室に入っていて、モンゴルの薬草、植物の
研究をしています。そして、日本とカナダ、
オーストラリアの大学院に申請するつもりで
す。将来は、私はお茶とチーズが好きですの
で、モンゴルで食品メーカーの工場を創りた

いと思っています。
　出身はモンゴルのウランバートル市。日本
式の高校で３年間日本語の勉強をして、日本
に来ました。趣味は卓球で高校３年間してい
ました。ウクレレは今年の１月から練習して
います。好きな食べ物は日本のお寿司と梅干
しです。梅干しも食べると目が覚めて元気に
なります。高知の食べ物では、カツオ節や塩
ケンピがおいしいです。　
　私が留学先に日本を選んだのは、高校が日
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◇出席率報告

 ● 田部和彦（高知中央ＲＣ）本日はありがと
うございました。これからもオユン・スブド
エルデネさんと４月からの米山奨学生をよろ
しくお願いいたします。顔を見かけたら、お
声がけをしていただければ励みになります。
 ● 石川　健　家内の誕生日を祝っていただき
ありがとうございます。３月になりました。
３月９、10、11はプロギア女子ゴルフ（土佐
カン）と３月23日からセンバツ高校野球が始
まります。私にとっては、楽しいシーズンに
なりました。ロータリー会長職もあと４ヵ月。
ガンバリます。　　　　
 ● 土居祐三　酒井建設、社長様、見積もりあ
りがとうございます。熟考させていただきま
す。
 ● 西森やよい　２月の夫の誕生祝いありがと
うございました。３月の私の誕生祝いありが
とうございます。充実した１年をすごしてい
きたいです。ホームクラブ長期間欠席のお詫
び。先月2017－18の財団事業の報告が完了し
ました。お世話になりました。
 ● 岡本淳一　誕生祝いありがとうございます。
最後の40代の誕生日、49歳になりました。さ

みしぃ～。
 ● 宇津木達也　本日はお忙しい中、送別会を
開いていただきありがとうございます。来週
が、最後の例会になりますのでよろしくお願
いいたします。
 ● 溝渕源樹　無事、退院しました。お見舞い
ありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　誕生祝い、入会記念お礼。
 ● 早瀬源慶　超高齢になりましたが、お付き
合いの程よろしくお願い申します。
 ● 久松啓一　家内の誕生日祝品、ありがとう
ございます。
 ● 北村　裕　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。例年、妻への花束の代わりに花壇に
チューリップを植えて祝っております。安上
がりです。
 ● 川端信一郎　家内の誕生祝いありがとうご
ざいました。
 ● 松本隆之　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。完全に失念してました。危な
い危ない…。丸15年になります。
 ● 猿田隆夫　結婚記念日です。完全に忘れて
いました。また夫婦ゲンカになりそうです。
 ● 別役修平　入会祝い、マグネット会員章を
いただきました。入会12年です。ありがとう
ございました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,277,840円

57,700円

1,335,540円

13,951円

115円

14,066円

1,291,791円

57,815円

1,349,606円

チビニコ 合　計

３月７日
今期の累計

「モンゴルのお祭りと
　　　　　日本での学生生活」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  オユン・スブドエルデネ 氏

３月７日

２月21日

総数
－2 57
－7 57

出席
45
31

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

78.95％

54.39％

出席率
92.73％

100％

6
19

窪田満里子会員
「ハッピーちゃん（左）と　　
　母犬・リスミーちゃん（右）」

窪田満里子会員
「ハッピーちゃん（左）と　　
　母犬・リスミーちゃん（右）」

宇津木達也会員 送別会
2018年３月７日㈬　於：ザ クラウンパレス・マンダリンコート

　昨年12月、大学の剣道部同期から思いがけない写真を送って来た。一年生の時、葉山合宿
した時の写真である。
　ちょっとボケて見にくいところがあるが、なつかしい顔ぶれが見られる。一番前に座って
いるのは、一年生ばかりで私は左から４番目に顔を見せている。
　一年生と云えば、19歳でまだ成人式を終えてない。写真の一年生はみな子供っぽさ、あど
けなさを残している。
　しかし、今では60年という齢を重ねて79歳のジジイになった。私は人の名前を忘れたりし
てちょっとボケ気味になって
いる。
　すでに亡くなられた方もい
るが年一回、東京で集まって
新年会を続けている。昨年も
横浜の中華街のお店で楽しい
ひと時を過ごした。

大学剣道部の葉山合宿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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本日　３月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の研究について」

米山記念奨学生 ドュリヤサーット・ファーックファン 氏

次週　３月21日㈬ 

　　　 　休　　　　会　（ 春 分 の 日 ）

第2369回　例会報告／平成30年３月７日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「４つのテスト」
  「バースディ・ソング」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
３月に入り、やっと暖か
くなりつつあります。私
にとっても３月というの
は非常に楽しみな月であ
りまして、今週は土佐カ

ントリークラブでプロギアの女子ゴルフがあ
ります。毎年、11月の男子ゴルフも見に行き
ます。そして何と言っても、命の次に大事な
選抜高校野球が始まります。３月23日から４
月４日まで、何とか２、３日は行きたいと思
っています。
　２月の平昌オリンピックでは13個のメダル
を取って、非常に賑わっている最中に、東京
地検により、新幹線に関して大手ゼネコンの
４社から逮捕者が出ました。同じ業界ですの
で、今後の成り行きを注目していきたいと思
っています。
　さて、米山翁のことですが、大正７年２月、
訪米から帰国します。３月には次女の結婚、
10月22日から12月22日までは朝鮮、満州を経
て中国に旅行します。ロータリーの設立には、
福島さんがアメリカダラスで勉強してきたこ
とが大きかったようです。福島さんは大正９
年１月に帰国。帰国に際し、ダラスＲＣの会

員から日本にもロータリークラブを創るよう
に進められ、大正９年２月28日付け６月末ま
での期限で、シカゴのロータリークラブ国際
連合会から特別代表の委嘱をされますが、期
限までに日本でクラブを創立することはでき
ませんでした。延期申し出をして、チェスペ
リー事務総長宛の報告には「詳細調査の結果、
全権を米山梅吉氏に一任」とあります。
　その後、米山翁は大正９年８月、自らが選
定したであろう18名を集めてロータリーを創
設します。９月１日、設立準備委員会、10月
20日、創立総会を開き、10月21日に創立総会
終了をロータリー本部に報告。創立時の会員
は28名（東京クラブ50周年記念誌による）。
メンバーを選ぶ基準は、国家的な人物、国際
的視野を有する人物、英語が話せること。会
長は米山梅吉翁、幹事は福島さん。その後、
福島さんはすぐに大阪に転勤。大阪のクラブ
でも幹事を務めています。
　当時は、国際連合会と称しており、現在の
国際ロータリー（ロータリーインターナショ
ナル）の名称は1922（大正11）年６月に、ロ
スアンゼルスにおける年次大会で決定してい
ます。
　本日の卓話は、米山記念奨学生のオユン・
ズブドエルデネさんに「モンゴルのお祭りと
日本での学生生活」と題して、お話を伺いま
す。
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◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知中央ＲＣ　　田部和彦 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　オユン・ズブドエルデネさん
◇委員会報告
・３月11日、地区研修協議会が新居浜で開か

れます。出席義務のある委員長さんは、よ
ろしくお願いします。

・４月10日、城西館にて第１回クラブ協議会
を行います。各委員長の出席をお願いしま
す。

◇３月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　淳一
　西森やよい
　八田　聡子
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋
　水上　　元

 ● 配偶者誕生日
　西森　泰子　　久松由紀美　　川端　リカ
　石川　博子　　別役　佳代　　北村　絵里
　山崎　誠子
 ● 家庭記念日
　松本　隆之　　山崎　敏朗　　猿田　隆夫
 ● 入会記念日
　田内　正文　　柳澤　光秋　　別役　修平
　小比賀和弘
◇会　長　報　告
・本日、当ホテルで６時半から宇津木会員の

送別会を行います。
・ロータリーの友３月号に、「今から始める

長生きのための食生活の秘訣」という記事
が載っています。ご一読ください。

◇幹　事　報　告
・８ＲＣ合同夜間例会が４月24日㈫18時半か

ら三翠園で行われます。多数の出席をお願
いします。

・来週は情報集会です。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。
・当クラブがホストとなって開催した地区大

会のＤＶＤが、10枚ほどあります。希望者
はご連絡ください。希望者多数の場合は、
ダビング代（数百円）をいただくことにな
ります。
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本式だったため、ここで日本語と英語を選ん
で、日本の文化にも興味を持つようになりま
した。それに、私が勉強したい食品化学の分
野で、日本は世界でトップの国です。さらに、
高校時代、一度日本に来る機会があり、日本
の食べ物がすごく美味しくて、味が優しい感
じがしました。姉も日本に留学していました
ので、その姿に憧れたということもあります。
　去年、ロータリーの留学生が明徳に集まっ
て交流会をしました。毎年、私の出身高校を
卒業した仲間が20、30名、日本全国に留学し
ています。高知には、高知大に４人、高知高
専に１人、明徳に５人います。毎年３月には、
全国から東京の国会議事堂で勉強会をして、
先輩たちの卒業論文などを聞いて、刺激を受
けエネルギーをもらっています。
　モンゴルは中国とロシアの間にあり、首都
はウランバートル。人口は300万で半分がウ
ランバートルに住んでいます。人口の70％が
19歳から50歳です。言語はモンゴル語、昔は
縦文字を使っていたそうですが、1990年代か
らは基本的にキリル文字です。気候は大陸性
で、とても乾燥しています。冬が長く９月か
ら雪が降り始め５月に降ることもあり、最低
気温はマイナス30から40度。夏は短くわずか
２、３ヵ月間で、取れる作物は日本より少な
くて、主にジャガイモ、ニンジン、キャベツ、
タマネギなどですが、最近は、中国やロシア
から冬の野菜を輸入しています。日本人はモ
ンゴルというと草原と砂漠のイメージがある
ようですが、緑の森林も多くあります。私は
１年に１度はモンゴルに帰りますが、１年ご
とに新しい店や建物などができて変わってい
ます。
　モンゴルでは、毎年７月11日から13日まで、
ナーダムという全国的な大きなお祭りがあり、
相撲、競馬、アーチェリーの３つの競技が行
われます。モンゴル相撲は日本と違い土俵が

ありません。
競馬の騎手
は９歳以下
の子どもた
ちですが、
アーチェリ
ーは年齢制
限はありま
せん。ナーダムのときに食べるのは、ホー
ショールとボーズで、日本の揚げ餃子のよう
なものです。日本で行われるモンゴルの祭り
があります。2000年から毎年５月３日、４日
に開催される「ハウリンバヤル（春の祭
り）」で、日本で開催される最大級のモンゴ
ルのイベントです。これは、日本に留学して
いるモンゴルの学生と日本人のサポートで運
営されており、例年、モンゴル出身のお相撲
さんが会場に来てくれます。遊牧民の住むゲ
ルを建てたり、モンゴル相撲、踊り、馬頭琴
の演奏もあります。モンゴル料理などの販売
や衣装の試着もできます。
　４月から、ロータリーの米山奨学金をもら
えるようになり勉強に集中でき、これからの
研究にも大きな支援となっています。留学生
の友人も増えて、同じ分野で働く人たちとの
ネットワークも広がったことも本当に嬉しく
思っています。カウンセラーの田部さんから
も、これから先のことについていろんなアド
バイスをいただいています。また、例会に参
加して皆さんの話を聞いたり、卓話をするこ
とで、自分のことを話したり、日本語や日本
の文化についても学ぶいい機会になっている
と思います。米山奨学生になったことを、大
変嬉しく思っています。これからも、勉強と
研究に頑張っていきます。ありがとうござい
ます。ロータリーの皆さんに心より感謝して
います。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月４日㈬　定例理事会
４月10日㈫　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会

　私の名前は、スブドエルデネ、苗字はオユ
ンです。スブドエルデネは日本語に訳すと真
珠という意味です。高知大学農学部食料科学
コースの３年生で、食品の成分や機能性食品
について勉強しています。今は食品化学の研
究室に入っていて、モンゴルの薬草、植物の
研究をしています。そして、日本とカナダ、
オーストラリアの大学院に申請するつもりで
す。将来は、私はお茶とチーズが好きですの
で、モンゴルで食品メーカーの工場を創りた

いと思っています。
　出身はモンゴルのウランバートル市。日本
式の高校で３年間日本語の勉強をして、日本
に来ました。趣味は卓球で高校３年間してい
ました。ウクレレは今年の１月から練習して
います。好きな食べ物は日本のお寿司と梅干
しです。梅干しも食べると目が覚めて元気に
なります。高知の食べ物では、カツオ節や塩
ケンピがおいしいです。　
　私が留学先に日本を選んだのは、高校が日
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◇出席率報告

 ● 田部和彦（高知中央ＲＣ）本日はありがと
うございました。これからもオユン・スブド
エルデネさんと４月からの米山奨学生をよろ
しくお願いいたします。顔を見かけたら、お
声がけをしていただければ励みになります。
 ● 石川　健　家内の誕生日を祝っていただき
ありがとうございます。３月になりました。
３月９、10、11はプロギア女子ゴルフ（土佐
カン）と３月23日からセンバツ高校野球が始
まります。私にとっては、楽しいシーズンに
なりました。ロータリー会長職もあと４ヵ月。
ガンバリます。　　　　
 ● 土居祐三　酒井建設、社長様、見積もりあ
りがとうございます。熟考させていただきま
す。
 ● 西森やよい　２月の夫の誕生祝いありがと
うございました。３月の私の誕生祝いありが
とうございます。充実した１年をすごしてい
きたいです。ホームクラブ長期間欠席のお詫
び。先月2017－18の財団事業の報告が完了し
ました。お世話になりました。
 ● 岡本淳一　誕生祝いありがとうございます。
最後の40代の誕生日、49歳になりました。さ

みしぃ～。
 ● 宇津木達也　本日はお忙しい中、送別会を
開いていただきありがとうございます。来週
が、最後の例会になりますのでよろしくお願
いいたします。
 ● 溝渕源樹　無事、退院しました。お見舞い
ありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　誕生祝い、入会記念お礼。
 ● 早瀬源慶　超高齢になりましたが、お付き
合いの程よろしくお願い申します。
 ● 久松啓一　家内の誕生日祝品、ありがとう
ございます。
 ● 北村　裕　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。例年、妻への花束の代わりに花壇に
チューリップを植えて祝っております。安上
がりです。
 ● 川端信一郎　家内の誕生祝いありがとうご
ざいました。
 ● 松本隆之　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。完全に失念してました。危な
い危ない…。丸15年になります。
 ● 猿田隆夫　結婚記念日です。完全に忘れて
いました。また夫婦ゲンカになりそうです。
 ● 別役修平　入会祝い、マグネット会員章を
いただきました。入会12年です。ありがとう
ございました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,277,840円

57,700円

1,335,540円

13,951円

115円

14,066円

1,291,791円

57,815円

1,349,606円

チビニコ 合　計

３月７日
今期の累計

「モンゴルのお祭りと
　　　　　日本での学生生活」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  オユン・スブドエルデネ 氏

３月７日

２月21日

総数
－2 57
－7 57

出席
45
31

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

78.95％

54.39％

出席率
92.73％

100％

6
19

窪田満里子会員
「ハッピーちゃん（左）と　　
　母犬・リスミーちゃん（右）」

窪田満里子会員
「ハッピーちゃん（左）と　　
　母犬・リスミーちゃん（右）」

宇津木達也会員 送別会
2018年３月７日㈬　於：ザ クラウンパレス・マンダリンコート

　昨年12月、大学の剣道部同期から思いがけない写真を送って来た。一年生の時、葉山合宿
した時の写真である。
　ちょっとボケて見にくいところがあるが、なつかしい顔ぶれが見られる。一番前に座って
いるのは、一年生ばかりで私は左から４番目に顔を見せている。
　一年生と云えば、19歳でまだ成人式を終えてない。写真の一年生はみな子供っぽさ、あど
けなさを残している。
　しかし、今では60年という齢を重ねて79歳のジジイになった。私は人の名前を忘れたりし
てちょっとボケ気味になって
いる。
　すでに亡くなられた方もい
るが年一回、東京で集まって
新年会を続けている。昨年も
横浜の中華街のお店で楽しい
ひと時を過ごした。

大学剣道部の葉山合宿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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本日　３月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の研究について」

米山記念奨学生 ドュリヤサーット・ファーックファン 氏

次週　３月21日㈬ 

　　　 　休　　　　会　（ 春 分 の 日 ）

第2369回　例会報告／平成30年３月７日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「４つのテスト」
  「バースディ・ソング」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
３月に入り、やっと暖か
くなりつつあります。私
にとっても３月というの
は非常に楽しみな月であ
りまして、今週は土佐カ

ントリークラブでプロギアの女子ゴルフがあ
ります。毎年、11月の男子ゴルフも見に行き
ます。そして何と言っても、命の次に大事な
選抜高校野球が始まります。３月23日から４
月４日まで、何とか２、３日は行きたいと思
っています。
　２月の平昌オリンピックでは13個のメダル
を取って、非常に賑わっている最中に、東京
地検により、新幹線に関して大手ゼネコンの
４社から逮捕者が出ました。同じ業界ですの
で、今後の成り行きを注目していきたいと思
っています。
　さて、米山翁のことですが、大正７年２月、
訪米から帰国します。３月には次女の結婚、
10月22日から12月22日までは朝鮮、満州を経
て中国に旅行します。ロータリーの設立には、
福島さんがアメリカダラスで勉強してきたこ
とが大きかったようです。福島さんは大正９
年１月に帰国。帰国に際し、ダラスＲＣの会

員から日本にもロータリークラブを創るよう
に進められ、大正９年２月28日付け６月末ま
での期限で、シカゴのロータリークラブ国際
連合会から特別代表の委嘱をされますが、期
限までに日本でクラブを創立することはでき
ませんでした。延期申し出をして、チェスペ
リー事務総長宛の報告には「詳細調査の結果、
全権を米山梅吉氏に一任」とあります。
　その後、米山翁は大正９年８月、自らが選
定したであろう18名を集めてロータリーを創
設します。９月１日、設立準備委員会、10月
20日、創立総会を開き、10月21日に創立総会
終了をロータリー本部に報告。創立時の会員
は28名（東京クラブ50周年記念誌による）。
メンバーを選ぶ基準は、国家的な人物、国際
的視野を有する人物、英語が話せること。会
長は米山梅吉翁、幹事は福島さん。その後、
福島さんはすぐに大阪に転勤。大阪のクラブ
でも幹事を務めています。
　当時は、国際連合会と称しており、現在の
国際ロータリー（ロータリーインターナショ
ナル）の名称は1922（大正11）年６月に、ロ
スアンゼルスにおける年次大会で決定してい
ます。
　本日の卓話は、米山記念奨学生のオユン・
ズブドエルデネさんに「モンゴルのお祭りと
日本での学生生活」と題して、お話を伺いま
す。
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知中央ＲＣ　　田部和彦 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　オユン・ズブドエルデネさん
◇委員会報告
・３月11日、地区研修協議会が新居浜で開か

れます。出席義務のある委員長さんは、よ
ろしくお願いします。

・４月10日、城西館にて第１回クラブ協議会
を行います。各委員長の出席をお願いしま
す。

◇３月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　淳一
　西森やよい
　八田　聡子
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋
　水上　　元

 ● 配偶者誕生日
　西森　泰子　　久松由紀美　　川端　リカ
　石川　博子　　別役　佳代　　北村　絵里
　山崎　誠子
 ● 家庭記念日
　松本　隆之　　山崎　敏朗　　猿田　隆夫
 ● 入会記念日
　田内　正文　　柳澤　光秋　　別役　修平
　小比賀和弘
◇会　長　報　告
・本日、当ホテルで６時半から宇津木会員の

送別会を行います。
・ロータリーの友３月号に、「今から始める

長生きのための食生活の秘訣」という記事
が載っています。ご一読ください。

◇幹　事　報　告
・８ＲＣ合同夜間例会が４月24日㈫18時半か

ら三翠園で行われます。多数の出席をお願
いします。

・来週は情報集会です。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。
・当クラブがホストとなって開催した地区大

会のＤＶＤが、10枚ほどあります。希望者
はご連絡ください。希望者多数の場合は、
ダビング代（数百円）をいただくことにな
ります。
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本式だったため、ここで日本語と英語を選ん
で、日本の文化にも興味を持つようになりま
した。それに、私が勉強したい食品化学の分
野で、日本は世界でトップの国です。さらに、
高校時代、一度日本に来る機会があり、日本
の食べ物がすごく美味しくて、味が優しい感
じがしました。姉も日本に留学していました
ので、その姿に憧れたということもあります。
　去年、ロータリーの留学生が明徳に集まっ
て交流会をしました。毎年、私の出身高校を
卒業した仲間が20、30名、日本全国に留学し
ています。高知には、高知大に４人、高知高
専に１人、明徳に５人います。毎年３月には、
全国から東京の国会議事堂で勉強会をして、
先輩たちの卒業論文などを聞いて、刺激を受
けエネルギーをもらっています。
　モンゴルは中国とロシアの間にあり、首都
はウランバートル。人口は300万で半分がウ
ランバートルに住んでいます。人口の70％が
19歳から50歳です。言語はモンゴル語、昔は
縦文字を使っていたそうですが、1990年代か
らは基本的にキリル文字です。気候は大陸性
で、とても乾燥しています。冬が長く９月か
ら雪が降り始め５月に降ることもあり、最低
気温はマイナス30から40度。夏は短くわずか
２、３ヵ月間で、取れる作物は日本より少な
くて、主にジャガイモ、ニンジン、キャベツ、
タマネギなどですが、最近は、中国やロシア
から冬の野菜を輸入しています。日本人はモ
ンゴルというと草原と砂漠のイメージがある
ようですが、緑の森林も多くあります。私は
１年に１度はモンゴルに帰りますが、１年ご
とに新しい店や建物などができて変わってい
ます。
　モンゴルでは、毎年７月11日から13日まで、
ナーダムという全国的な大きなお祭りがあり、
相撲、競馬、アーチェリーの３つの競技が行
われます。モンゴル相撲は日本と違い土俵が

ありません。
競馬の騎手
は９歳以下
の子どもた
ちですが、
アーチェリ
ーは年齢制
限はありま
せん。ナーダムのときに食べるのは、ホー
ショールとボーズで、日本の揚げ餃子のよう
なものです。日本で行われるモンゴルの祭り
があります。2000年から毎年５月３日、４日
に開催される「ハウリンバヤル（春の祭
り）」で、日本で開催される最大級のモンゴ
ルのイベントです。これは、日本に留学して
いるモンゴルの学生と日本人のサポートで運
営されており、例年、モンゴル出身のお相撲
さんが会場に来てくれます。遊牧民の住むゲ
ルを建てたり、モンゴル相撲、踊り、馬頭琴
の演奏もあります。モンゴル料理などの販売
や衣装の試着もできます。
　４月から、ロータリーの米山奨学金をもら
えるようになり勉強に集中でき、これからの
研究にも大きな支援となっています。留学生
の友人も増えて、同じ分野で働く人たちとの
ネットワークも広がったことも本当に嬉しく
思っています。カウンセラーの田部さんから
も、これから先のことについていろんなアド
バイスをいただいています。また、例会に参
加して皆さんの話を聞いたり、卓話をするこ
とで、自分のことを話したり、日本語や日本
の文化についても学ぶいい機会になっている
と思います。米山奨学生になったことを、大
変嬉しく思っています。これからも、勉強と
研究に頑張っていきます。ありがとうござい
ます。ロータリーの皆さんに心より感謝して
います。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月４日㈬　定例理事会
４月10日㈫　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会

　私の名前は、スブドエルデネ、苗字はオユ
ンです。スブドエルデネは日本語に訳すと真
珠という意味です。高知大学農学部食料科学
コースの３年生で、食品の成分や機能性食品
について勉強しています。今は食品化学の研
究室に入っていて、モンゴルの薬草、植物の
研究をしています。そして、日本とカナダ、
オーストラリアの大学院に申請するつもりで
す。将来は、私はお茶とチーズが好きですの
で、モンゴルで食品メーカーの工場を創りた

いと思っています。
　出身はモンゴルのウランバートル市。日本
式の高校で３年間日本語の勉強をして、日本
に来ました。趣味は卓球で高校３年間してい
ました。ウクレレは今年の１月から練習して
います。好きな食べ物は日本のお寿司と梅干
しです。梅干しも食べると目が覚めて元気に
なります。高知の食べ物では、カツオ節や塩
ケンピがおいしいです。　
　私が留学先に日本を選んだのは、高校が日
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◇出席率報告

 ● 田部和彦（高知中央ＲＣ）本日はありがと
うございました。これからもオユン・スブド
エルデネさんと４月からの米山奨学生をよろ
しくお願いいたします。顔を見かけたら、お
声がけをしていただければ励みになります。
 ● 石川　健　家内の誕生日を祝っていただき
ありがとうございます。３月になりました。
３月９、10、11はプロギア女子ゴルフ（土佐
カン）と３月23日からセンバツ高校野球が始
まります。私にとっては、楽しいシーズンに
なりました。ロータリー会長職もあと４ヵ月。
ガンバリます。　　　　
 ● 土居祐三　酒井建設、社長様、見積もりあ
りがとうございます。熟考させていただきま
す。
 ● 西森やよい　２月の夫の誕生祝いありがと
うございました。３月の私の誕生祝いありが
とうございます。充実した１年をすごしてい
きたいです。ホームクラブ長期間欠席のお詫
び。先月2017－18の財団事業の報告が完了し
ました。お世話になりました。
 ● 岡本淳一　誕生祝いありがとうございます。
最後の40代の誕生日、49歳になりました。さ

みしぃ～。
 ● 宇津木達也　本日はお忙しい中、送別会を
開いていただきありがとうございます。来週
が、最後の例会になりますのでよろしくお願
いいたします。
 ● 溝渕源樹　無事、退院しました。お見舞い
ありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　誕生祝い、入会記念お礼。
 ● 早瀬源慶　超高齢になりましたが、お付き
合いの程よろしくお願い申します。
 ● 久松啓一　家内の誕生日祝品、ありがとう
ございます。
 ● 北村　裕　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。例年、妻への花束の代わりに花壇に
チューリップを植えて祝っております。安上
がりです。
 ● 川端信一郎　家内の誕生祝いありがとうご
ざいました。
 ● 松本隆之　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。完全に失念してました。危な
い危ない…。丸15年になります。
 ● 猿田隆夫　結婚記念日です。完全に忘れて
いました。また夫婦ゲンカになりそうです。
 ● 別役修平　入会祝い、マグネット会員章を
いただきました。入会12年です。ありがとう
ございました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,277,840円

57,700円

1,335,540円

13,951円

115円

14,066円

1,291,791円

57,815円

1,349,606円

チビニコ 合　計

３月７日
今期の累計

「モンゴルのお祭りと
　　　　　日本での学生生活」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  オユン・スブドエルデネ 氏

３月７日

２月21日

総数
－2 57
－7 57

出席
45
31

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

78.95％

54.39％

出席率
92.73％

100％

6
19

窪田満里子会員
「ハッピーちゃん（左）と　　
　母犬・リスミーちゃん（右）」

窪田満里子会員
「ハッピーちゃん（左）と　　
　母犬・リスミーちゃん（右）」

宇津木達也会員 送別会
2018年３月７日㈬　於：ザ クラウンパレス・マンダリンコート

　昨年12月、大学の剣道部同期から思いがけない写真を送って来た。一年生の時、葉山合宿
した時の写真である。
　ちょっとボケて見にくいところがあるが、なつかしい顔ぶれが見られる。一番前に座って
いるのは、一年生ばかりで私は左から４番目に顔を見せている。
　一年生と云えば、19歳でまだ成人式を終えてない。写真の一年生はみな子供っぽさ、あど
けなさを残している。
　しかし、今では60年という齢を重ねて79歳のジジイになった。私は人の名前を忘れたりし
てちょっとボケ気味になって
いる。
　すでに亡くなられた方もい
るが年一回、東京で集まって
新年会を続けている。昨年も
横浜の中華街のお店で楽しい
ひと時を過ごした。

大学剣道部の葉山合宿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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本日　３月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の研究について」

米山記念奨学生 ドュリヤサーット・ファーックファン 氏

次週　３月21日㈬ 

　　　 　休　　　　会　（ 春 分 の 日 ）

第2369回　例会報告／平成30年３月７日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「４つのテスト」
  「バースディ・ソング」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
３月に入り、やっと暖か
くなりつつあります。私
にとっても３月というの
は非常に楽しみな月であ
りまして、今週は土佐カ

ントリークラブでプロギアの女子ゴルフがあ
ります。毎年、11月の男子ゴルフも見に行き
ます。そして何と言っても、命の次に大事な
選抜高校野球が始まります。３月23日から４
月４日まで、何とか２、３日は行きたいと思
っています。
　２月の平昌オリンピックでは13個のメダル
を取って、非常に賑わっている最中に、東京
地検により、新幹線に関して大手ゼネコンの
４社から逮捕者が出ました。同じ業界ですの
で、今後の成り行きを注目していきたいと思
っています。
　さて、米山翁のことですが、大正７年２月、
訪米から帰国します。３月には次女の結婚、
10月22日から12月22日までは朝鮮、満州を経
て中国に旅行します。ロータリーの設立には、
福島さんがアメリカダラスで勉強してきたこ
とが大きかったようです。福島さんは大正９
年１月に帰国。帰国に際し、ダラスＲＣの会

員から日本にもロータリークラブを創るよう
に進められ、大正９年２月28日付け６月末ま
での期限で、シカゴのロータリークラブ国際
連合会から特別代表の委嘱をされますが、期
限までに日本でクラブを創立することはでき
ませんでした。延期申し出をして、チェスペ
リー事務総長宛の報告には「詳細調査の結果、
全権を米山梅吉氏に一任」とあります。
　その後、米山翁は大正９年８月、自らが選
定したであろう18名を集めてロータリーを創
設します。９月１日、設立準備委員会、10月
20日、創立総会を開き、10月21日に創立総会
終了をロータリー本部に報告。創立時の会員
は28名（東京クラブ50周年記念誌による）。
メンバーを選ぶ基準は、国家的な人物、国際
的視野を有する人物、英語が話せること。会
長は米山梅吉翁、幹事は福島さん。その後、
福島さんはすぐに大阪に転勤。大阪のクラブ
でも幹事を務めています。
　当時は、国際連合会と称しており、現在の
国際ロータリー（ロータリーインターナショ
ナル）の名称は1922（大正11）年６月に、ロ
スアンゼルスにおける年次大会で決定してい
ます。
　本日の卓話は、米山記念奨学生のオユン・
ズブドエルデネさんに「モンゴルのお祭りと
日本での学生生活」と題して、お話を伺いま
す。
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知中央ＲＣ　　田部和彦 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　オユン・ズブドエルデネさん
◇委員会報告
・３月11日、地区研修協議会が新居浜で開か

れます。出席義務のある委員長さんは、よ
ろしくお願いします。

・４月10日、城西館にて第１回クラブ協議会
を行います。各委員長の出席をお願いしま
す。

◇３月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　淳一
　西森やよい
　八田　聡子
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋
　水上　　元

 ● 配偶者誕生日
　西森　泰子　　久松由紀美　　川端　リカ
　石川　博子　　別役　佳代　　北村　絵里
　山崎　誠子
 ● 家庭記念日
　松本　隆之　　山崎　敏朗　　猿田　隆夫
 ● 入会記念日
　田内　正文　　柳澤　光秋　　別役　修平
　小比賀和弘
◇会　長　報　告
・本日、当ホテルで６時半から宇津木会員の

送別会を行います。
・ロータリーの友３月号に、「今から始める

長生きのための食生活の秘訣」という記事
が載っています。ご一読ください。

◇幹　事　報　告
・８ＲＣ合同夜間例会が４月24日㈫18時半か

ら三翠園で行われます。多数の出席をお願
いします。

・来週は情報集会です。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。
・当クラブがホストとなって開催した地区大

会のＤＶＤが、10枚ほどあります。希望者
はご連絡ください。希望者多数の場合は、
ダビング代（数百円）をいただくことにな
ります。
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本式だったため、ここで日本語と英語を選ん
で、日本の文化にも興味を持つようになりま
した。それに、私が勉強したい食品化学の分
野で、日本は世界でトップの国です。さらに、
高校時代、一度日本に来る機会があり、日本
の食べ物がすごく美味しくて、味が優しい感
じがしました。姉も日本に留学していました
ので、その姿に憧れたということもあります。
　去年、ロータリーの留学生が明徳に集まっ
て交流会をしました。毎年、私の出身高校を
卒業した仲間が20、30名、日本全国に留学し
ています。高知には、高知大に４人、高知高
専に１人、明徳に５人います。毎年３月には、
全国から東京の国会議事堂で勉強会をして、
先輩たちの卒業論文などを聞いて、刺激を受
けエネルギーをもらっています。
　モンゴルは中国とロシアの間にあり、首都
はウランバートル。人口は300万で半分がウ
ランバートルに住んでいます。人口の70％が
19歳から50歳です。言語はモンゴル語、昔は
縦文字を使っていたそうですが、1990年代か
らは基本的にキリル文字です。気候は大陸性
で、とても乾燥しています。冬が長く９月か
ら雪が降り始め５月に降ることもあり、最低
気温はマイナス30から40度。夏は短くわずか
２、３ヵ月間で、取れる作物は日本より少な
くて、主にジャガイモ、ニンジン、キャベツ、
タマネギなどですが、最近は、中国やロシア
から冬の野菜を輸入しています。日本人はモ
ンゴルというと草原と砂漠のイメージがある
ようですが、緑の森林も多くあります。私は
１年に１度はモンゴルに帰りますが、１年ご
とに新しい店や建物などができて変わってい
ます。
　モンゴルでは、毎年７月11日から13日まで、
ナーダムという全国的な大きなお祭りがあり、
相撲、競馬、アーチェリーの３つの競技が行
われます。モンゴル相撲は日本と違い土俵が

ありません。
競馬の騎手
は９歳以下
の子どもた
ちですが、
アーチェリ
ーは年齢制
限はありま
せん。ナーダムのときに食べるのは、ホー
ショールとボーズで、日本の揚げ餃子のよう
なものです。日本で行われるモンゴルの祭り
があります。2000年から毎年５月３日、４日
に開催される「ハウリンバヤル（春の祭
り）」で、日本で開催される最大級のモンゴ
ルのイベントです。これは、日本に留学して
いるモンゴルの学生と日本人のサポートで運
営されており、例年、モンゴル出身のお相撲
さんが会場に来てくれます。遊牧民の住むゲ
ルを建てたり、モンゴル相撲、踊り、馬頭琴
の演奏もあります。モンゴル料理などの販売
や衣装の試着もできます。
　４月から、ロータリーの米山奨学金をもら
えるようになり勉強に集中でき、これからの
研究にも大きな支援となっています。留学生
の友人も増えて、同じ分野で働く人たちとの
ネットワークも広がったことも本当に嬉しく
思っています。カウンセラーの田部さんから
も、これから先のことについていろんなアド
バイスをいただいています。また、例会に参
加して皆さんの話を聞いたり、卓話をするこ
とで、自分のことを話したり、日本語や日本
の文化についても学ぶいい機会になっている
と思います。米山奨学生になったことを、大
変嬉しく思っています。これからも、勉強と
研究に頑張っていきます。ありがとうござい
ます。ロータリーの皆さんに心より感謝して
います。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月４日㈬　定例理事会
４月10日㈫　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会

　私の名前は、スブドエルデネ、苗字はオユ
ンです。スブドエルデネは日本語に訳すと真
珠という意味です。高知大学農学部食料科学
コースの３年生で、食品の成分や機能性食品
について勉強しています。今は食品化学の研
究室に入っていて、モンゴルの薬草、植物の
研究をしています。そして、日本とカナダ、
オーストラリアの大学院に申請するつもりで
す。将来は、私はお茶とチーズが好きですの
で、モンゴルで食品メーカーの工場を創りた

いと思っています。
　出身はモンゴルのウランバートル市。日本
式の高校で３年間日本語の勉強をして、日本
に来ました。趣味は卓球で高校３年間してい
ました。ウクレレは今年の１月から練習して
います。好きな食べ物は日本のお寿司と梅干
しです。梅干しも食べると目が覚めて元気に
なります。高知の食べ物では、カツオ節や塩
ケンピがおいしいです。　
　私が留学先に日本を選んだのは、高校が日
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◇出席率報告

 ● 田部和彦（高知中央ＲＣ）本日はありがと
うございました。これからもオユン・スブド
エルデネさんと４月からの米山奨学生をよろ
しくお願いいたします。顔を見かけたら、お
声がけをしていただければ励みになります。
 ● 石川　健　家内の誕生日を祝っていただき
ありがとうございます。３月になりました。
３月９、10、11はプロギア女子ゴルフ（土佐
カン）と３月23日からセンバツ高校野球が始
まります。私にとっては、楽しいシーズンに
なりました。ロータリー会長職もあと４ヵ月。
ガンバリます。　　　　
 ● 土居祐三　酒井建設、社長様、見積もりあ
りがとうございます。熟考させていただきま
す。
 ● 西森やよい　２月の夫の誕生祝いありがと
うございました。３月の私の誕生祝いありが
とうございます。充実した１年をすごしてい
きたいです。ホームクラブ長期間欠席のお詫
び。先月2017－18の財団事業の報告が完了し
ました。お世話になりました。
 ● 岡本淳一　誕生祝いありがとうございます。
最後の40代の誕生日、49歳になりました。さ

みしぃ～。
 ● 宇津木達也　本日はお忙しい中、送別会を
開いていただきありがとうございます。来週
が、最後の例会になりますのでよろしくお願
いいたします。
 ● 溝渕源樹　無事、退院しました。お見舞い
ありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　誕生祝い、入会記念お礼。
 ● 早瀬源慶　超高齢になりましたが、お付き
合いの程よろしくお願い申します。
 ● 久松啓一　家内の誕生日祝品、ありがとう
ございます。
 ● 北村　裕　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。例年、妻への花束の代わりに花壇に
チューリップを植えて祝っております。安上
がりです。
 ● 川端信一郎　家内の誕生祝いありがとうご
ざいました。
 ● 松本隆之　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。完全に失念してました。危な
い危ない…。丸15年になります。
 ● 猿田隆夫　結婚記念日です。完全に忘れて
いました。また夫婦ゲンカになりそうです。
 ● 別役修平　入会祝い、マグネット会員章を
いただきました。入会12年です。ありがとう
ございました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,277,840円

57,700円

1,335,540円

13,951円

115円

14,066円

1,291,791円

57,815円

1,349,606円

チビニコ 合　計

３月７日
今期の累計

「モンゴルのお祭りと
　　　　　日本での学生生活」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  オユン・スブドエルデネ 氏

３月７日

２月21日

総数
－2 57
－7 57

出席
45
31

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

78.95％

54.39％

出席率
92.73％

100％

6
19

窪田満里子会員
「ハッピーちゃん（左）と　　
　母犬・リスミーちゃん（右）」

窪田満里子会員
「ハッピーちゃん（左）と　　
　母犬・リスミーちゃん（右）」

宇津木達也会員 送別会
2018年３月７日㈬　於：ザ クラウンパレス・マンダリンコート

　昨年12月、大学の剣道部同期から思いがけない写真を送って来た。一年生の時、葉山合宿
した時の写真である。
　ちょっとボケて見にくいところがあるが、なつかしい顔ぶれが見られる。一番前に座って
いるのは、一年生ばかりで私は左から４番目に顔を見せている。
　一年生と云えば、19歳でまだ成人式を終えてない。写真の一年生はみな子供っぽさ、あど
けなさを残している。
　しかし、今では60年という齢を重ねて79歳のジジイになった。私は人の名前を忘れたりし
てちょっとボケ気味になって
いる。
　すでに亡くなられた方もい
るが年一回、東京で集まって
新年会を続けている。昨年も
横浜の中華街のお店で楽しい
ひと時を過ごした。

大学剣道部の葉山合宿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公


