
◇出席率報告

 ● 田部和彦（高知中央ＲＣ）これからも米山
奨学生のご指導、ご支援よろしくお願いいた
します。
 ● 寺尾正生　地区大会の参加、お疲れ様でし
た。　　　　
 ● 松本隆之　オユン　スブドエルデネさん、
卓話ありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　先日の新居浜の地区大会におい
て、出席最優秀クラブと登録最優秀クラブの
二つの表彰を、寺尾会長の代理で、壇上に上
がりいただいてきました。
 ● 前田　博　28日、母（前田　淑）の葬儀に
際しまして、いただきました弔意に感謝申し
上げます。
 ● 西山忠利　50周年記念懇親会、おもいがけ
ず大好きなコーヒーを頂きありがとうござい
ます。ゲシャコーヒー生まれてはじめてです。
酸味、苦み、やわらかくフルーティーな香り、
本当においしくいただきました。
 ● 窪田満里子　家庭記念日ありがとうござい
ます。すっかり忘れていました。今日は主人
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本日　11月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「軽減税率について」

高知税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官 井上　順次 氏

次週　11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
　　　 「ロータリー財団委員会よりの発表（仮）」

子育て応援ZEROSAI 代表 井上真由美 氏

第2397回　例会報告／平成30年10月31日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週の金土日と地区大会
が行われ、多数の方に出
席をいただき、ありがと
うございました。
　私たちがいつも歌って

いるロータリーソング「四つのテスト」の歌
詞を、私は倫理観とか道徳的なものと捉えて
いました。しかし、これはもともと、アメリ
カの調理器具のメーカーが倒産の危機に瀕し
たときに、商売をするためにはどうすればい
いのかということで、できたものだそうで
す。つまり、
真実かどうか…嘘をつかない
皆に公平か…公平というより公正と訳した方
　　　　　　がいいのではないか
好意と友情深めるか…お店ののれんや得意先
　　　　　　に対して、信用力を高めていく
みんなのためになるかどうか…近江商人の三
　　　　　　　　　　　　　　方良しの精神
　といった意味合いだということです。
　私も含めて新入会員の方は、もう一度四つ
のテストについて、考えていただければと思
います。
◇来訪ロータリアン
　東京調布むらさきＲＣ　　斯波照雄 氏
　高知中央ＲＣ　　田部和彦 氏

◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　オユン　スブドエルデネさん
◇東京調布むらさきＲＣの斯波照雄さんとバ

ナーの交換を行いました。
◇前田　博会員挨拶
　去る28日の母の葬儀に際しまして、クラブ
から弔意をいただきありがとうございました。
当日は、親睦委員会の皆さまにもお手伝いい
ただき、誠にありがとうございました。
　母は、今月18日の夜、急に発熱し、救急病
院に運びました。肺炎を起こし、1週間、頑
張ってくれて、みんなと十分にお別れができ
て眠るような閉じ方でした。
　28日は、年齢にも関わらず仕事であった塾
の子どもたちに見送られながら斎場に向かい、
全ての行事を終えることができました。誠に
ありがとうございました。
◇地区大会において、出席最優秀クラブと登

録最優秀クラブの表彰をされました。出席
100％クラブは３クラブのみでした。

◇ポールハリスフェロー表彰
　水上　元会員
◇委嘱状伝達
　竹村克彦会員
　（2019－2020年度
　　国際奉仕委員会短期交換
　　小委員会委員）
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10月31日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会
12月５日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　11月８日㈭　11月３日㈯周年式典に振替
高知西ＲＣ　　11月９日㈮　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月20日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　11月22日㈭　定款第８条第１節により休会
高知南ＲＣ　　11月22日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月４日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日

◇幹　事　報　告
・11月３日は高知南ＲＣの60周年記念式典が

行われます。出席者はよろしくお願いしま
す。

・地区大会へ、当クラブは全員登録した関係

で、全員のパンフレットがあります。お持
ち帰りください。

・本日の役員会は、開催いたしません。
・11月のロータリーレートは、１ドル112円

です。
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の好きなお肉でお祝いをしようと思います。
 ● 武吉佳月　先日は、私のつたない履歴書を
聞いていただいてありがとうございました。
緊張のあまり忘れていたにこにこを、１週間
遅れで・・・。
 ● 岡本淳一　先日の地区大会への出席、あり
がとうございました。あいにく、日帰りとな
りましたが、高知に帰ってからの二次会まで
お付き合いいただき感謝をしております。無
事終わったことにお礼でニコニコへ。
 ● 福岡満喜子　地区大会、皆さまお世話にな
りました。新居浜の太鼓台はめずらしかった
です。松野さん、写真ありがとうございました。
 ● 中越貴宣　地区大会お疲れ様でした。淳一
さん、段取りありがとうございました。松野
さん、写真ありがとうございました。
 ● 松野宏司　地区大会に出席し、学習してき
ました。
 ● 中平真理子　松野さん、地区大会の写真あ
りがとうございました。
 ● 前川美智子　地区大会欠席のお詫びです。
 ● 水上　元　「牧野富太郎の生涯をＮＨＫの
朝ドラに」という署名運動を行っています。
今日は署名用紙を忘れましたが、そのうち配
布させていただきますので、ご協力をお願い
します。
 ● 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。

　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。言語はモ
ンゴル語でキリル文字です。気候は大陸性で、
とても乾燥しています。冬が長く、最低気温
はマイナス30から40度。燃料として石炭を使
うので、冬は大気汚染が問題になっています。
日本人はモンゴルというと草原と砂漠で、ゲ
ルに住んでいるというイメージがあるようで
すが、緑の森林も多くあります。
　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４年生です。趣味はウクレレで、日
本に来てから学び始めました。高校のときに
は卓球をしていました。好きな食べ物はお寿
司で、高知ではカツオのタタキが大好きです。
モンゴルでは、７月末から野生のイチゴが実
りはじめ、家族で採りに行きます。
　私は、日本式の高校で３年間、日本語を学
び、日本の文化に興味を持つようになりまし
た。高校１年のとき、姉が日本に留学してい
ましたので、その姿に憧れたということもあ
ります。私も高校２年のとき一度日本に来る
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。このとき、
機能性食品という言葉を初めて聞きました。
調べてみると食品化学の分野で日本は世界で
トップの国で、いろんな研究が進んでいるこ
とが分かり、日本の大学に留学して学びたい
という気持ちになりました。

　高知大学に留学することになって、初めて
の一人暮らしではさまざまな経験がありまし
た。モンゴルでは自転車に乗ることがなかっ
たので、高知では自転車が一番難しかったで
す。新しい友人、生活環境から得るものも多
くありました。２回生になって大学生活にも
慣れて楽しく過ごしていく中で、多くの知識
も吸収していきました。大学１年から２年間
は、親からの仕送りがなかったので、マクド
ナルドやいろいろな短期のアルバイト、モン
ゴル語と英語の翻訳の手伝いなどもしながら、
生活をしていました。
　大学４年の現在、生物資源利用化学という
研究室で、モンゴルの植物について研究して
います。授業と研究室以外はキャンパスの図
書館で、夜間スタッフとしてアルバイトをし
ています。金曜日の夜は体育館で留学生と日
本人学生で、バレーボールとバトミントンを
しています。参加することで、異文化や英
語、日本語の勉強になっています。留学生と
日本人学生で山登りやサイクリング、ゴミ拾
いなどの活動をしました。今までの３年間、
１回もよさこい祭りを見る機会がなかったの
ですが、今年初めて見て感動しました。卒業
するまでには、高知をもっと探検しようと
思っています。
　現在、モンゴルでは食品が原因となってい
る健康問題が増えています。モンゴルで消費
されている食品の70％は輸入品です。人々は、
さまざまな輸入食品から好きな物を選べる反

面、栄養バランスも崩れています。その結果、
免疫力を落として風邪を引きやすくなったり、
ちょっとしたことで病気になる人も多くいま
す。
　モンゴルでは昔から、果実や植物を薬とし
て利用する習慣があります。私も祖母や母か
らもらって、風邪のときなどに使っていまし
た。この果実や薬草などの資源は豊富にあり、
砂漠や山など、その場所の環境に合った植物
を育てることもできると思います。私は今、
モンゴルに自生している薬草や植物を利用し
て、自然の回復力を生かした、人々の身体に
優しく安全で、さらに免疫力を保つ機能を
持った食品を作るために研究しています。
　もう一つは、大気汚染の問題です。この10
年で、ウランバートルの市民の呼吸器系への

感染率が増加しています。私は、この問題に
関しても、自分の研究によって貢献したいと
考えています。
　将来は、食品工場を造って、人々の身体に
いい食品を提供したいです。そして、日本と
モンゴルの架け橋になりたいと思っています。
　これら、全ての経験に関して奨学金が助け
になってくれたと、私は感じています。アル
バイトの時間も減らして、勉強と研究に集中
することができたし、研究室や他の留学生の
人たちとのアクティビティにも参加できるよ
うになりました。これからは、ロータリーの
方々と交流して、日本の文化についてもっと
知りたいです。ロータリーの皆さんに心から
感謝しています。ありがとうございました。

「学生生活」

◇ゲストスピーチ オユン　スブドセルデネ さん

東ＲＣ創立50周年記念式典
2018年10月８日㈪　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

地　区　大　会
2018年10月27日㈯　於：新居浜市民文化センター

　11月１日の「いい医療の日」に、東京駒込の日本医師会館で、「日本医師会最高優功賞」を
授賞しました。私が23年間携わってきました医師会医学雑誌の編集・発刊を評価して頂いた
とのことですが、なんとノーベル賞受賞者の本庶先生と同時受賞で感激いたしました。
　祝宴では、本庶先生はすぐにお帰りになるとのことでしたので、世界医師会の役員の方々
に交じって記念写真を撮っていただきました。（前列左から２人目が本庶先生）　　　猿田隆夫
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先週まで
ニコニコ
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578,146円

チビニコ 合　計

10月31日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会
12月５日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　11月８日㈭　11月３日㈯周年式典に振替
高知西ＲＣ　　11月９日㈮　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月20日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　11月22日㈭　定款第８条第１節により休会
高知南ＲＣ　　11月22日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月４日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日

◇幹　事　報　告
・11月３日は高知南ＲＣの60周年記念式典が

行われます。出席者はよろしくお願いしま
す。

・地区大会へ、当クラブは全員登録した関係

で、全員のパンフレットがあります。お持
ち帰りください。

・本日の役員会は、開催いたしません。
・11月のロータリーレートは、１ドル112円

です。
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の好きなお肉でお祝いをしようと思います。
 ● 武吉佳月　先日は、私のつたない履歴書を
聞いていただいてありがとうございました。
緊張のあまり忘れていたにこにこを、１週間
遅れで・・・。
 ● 岡本淳一　先日の地区大会への出席、あり
がとうございました。あいにく、日帰りとな
りましたが、高知に帰ってからの二次会まで
お付き合いいただき感謝をしております。無
事終わったことにお礼でニコニコへ。
 ● 福岡満喜子　地区大会、皆さまお世話にな
りました。新居浜の太鼓台はめずらしかった
です。松野さん、写真ありがとうございました。
 ● 中越貴宣　地区大会お疲れ様でした。淳一
さん、段取りありがとうございました。松野
さん、写真ありがとうございました。
 ● 松野宏司　地区大会に出席し、学習してき
ました。
 ● 中平真理子　松野さん、地区大会の写真あ
りがとうございました。
 ● 前川美智子　地区大会欠席のお詫びです。
 ● 水上　元　「牧野富太郎の生涯をＮＨＫの
朝ドラに」という署名運動を行っています。
今日は署名用紙を忘れましたが、そのうち配
布させていただきますので、ご協力をお願い
します。
 ● 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。

　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。言語はモ
ンゴル語でキリル文字です。気候は大陸性で、
とても乾燥しています。冬が長く、最低気温
はマイナス30から40度。燃料として石炭を使
うので、冬は大気汚染が問題になっています。
日本人はモンゴルというと草原と砂漠で、ゲ
ルに住んでいるというイメージがあるようで
すが、緑の森林も多くあります。
　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４年生です。趣味はウクレレで、日
本に来てから学び始めました。高校のときに
は卓球をしていました。好きな食べ物はお寿
司で、高知ではカツオのタタキが大好きです。
モンゴルでは、７月末から野生のイチゴが実
りはじめ、家族で採りに行きます。
　私は、日本式の高校で３年間、日本語を学
び、日本の文化に興味を持つようになりまし
た。高校１年のとき、姉が日本に留学してい
ましたので、その姿に憧れたということもあ
ります。私も高校２年のとき一度日本に来る
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。このとき、
機能性食品という言葉を初めて聞きました。
調べてみると食品化学の分野で日本は世界で
トップの国で、いろんな研究が進んでいるこ
とが分かり、日本の大学に留学して学びたい
という気持ちになりました。

　高知大学に留学することになって、初めて
の一人暮らしではさまざまな経験がありまし
た。モンゴルでは自転車に乗ることがなかっ
たので、高知では自転車が一番難しかったで
す。新しい友人、生活環境から得るものも多
くありました。２回生になって大学生活にも
慣れて楽しく過ごしていく中で、多くの知識
も吸収していきました。大学１年から２年間
は、親からの仕送りがなかったので、マクド
ナルドやいろいろな短期のアルバイト、モン
ゴル語と英語の翻訳の手伝いなどもしながら、
生活をしていました。
　大学４年の現在、生物資源利用化学という
研究室で、モンゴルの植物について研究して
います。授業と研究室以外はキャンパスの図
書館で、夜間スタッフとしてアルバイトをし
ています。金曜日の夜は体育館で留学生と日
本人学生で、バレーボールとバトミントンを
しています。参加することで、異文化や英
語、日本語の勉強になっています。留学生と
日本人学生で山登りやサイクリング、ゴミ拾
いなどの活動をしました。今までの３年間、
１回もよさこい祭りを見る機会がなかったの
ですが、今年初めて見て感動しました。卒業
するまでには、高知をもっと探検しようと
思っています。
　現在、モンゴルでは食品が原因となってい
る健康問題が増えています。モンゴルで消費
されている食品の70％は輸入品です。人々は、
さまざまな輸入食品から好きな物を選べる反

面、栄養バランスも崩れています。その結果、
免疫力を落として風邪を引きやすくなったり、
ちょっとしたことで病気になる人も多くいま
す。
　モンゴルでは昔から、果実や植物を薬とし
て利用する習慣があります。私も祖母や母か
らもらって、風邪のときなどに使っていまし
た。この果実や薬草などの資源は豊富にあり、
砂漠や山など、その場所の環境に合った植物
を育てることもできると思います。私は今、
モンゴルに自生している薬草や植物を利用し
て、自然の回復力を生かした、人々の身体に
優しく安全で、さらに免疫力を保つ機能を
持った食品を作るために研究しています。
　もう一つは、大気汚染の問題です。この10
年で、ウランバートルの市民の呼吸器系への

感染率が増加しています。私は、この問題に
関しても、自分の研究によって貢献したいと
考えています。
　将来は、食品工場を造って、人々の身体に
いい食品を提供したいです。そして、日本と
モンゴルの架け橋になりたいと思っています。
　これら、全ての経験に関して奨学金が助け
になってくれたと、私は感じています。アル
バイトの時間も減らして、勉強と研究に集中
することができたし、研究室や他の留学生の
人たちとのアクティビティにも参加できるよ
うになりました。これからは、ロータリーの
方々と交流して、日本の文化についてもっと
知りたいです。ロータリーの皆さんに心から
感謝しています。ありがとうございました。

「学生生活」

◇ゲストスピーチ オユン　スブドセルデネ さん

東ＲＣ創立50周年記念式典
2018年10月８日㈪　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

地　区　大　会
2018年10月27日㈯　於：新居浜市民文化センター

　11月１日の「いい医療の日」に、東京駒込の日本医師会館で、「日本医師会最高優功賞」を
授賞しました。私が23年間携わってきました医師会医学雑誌の編集・発刊を評価して頂いた
とのことですが、なんとノーベル賞受賞者の本庶先生と同時受賞で感激いたしました。
　祝宴では、本庶先生はすぐにお帰りになるとのことでしたので、世界医師会の役員の方々
に交じって記念写真を撮っていただきました。（前列左から２人目が本庶先生）　　　猿田隆夫



◇出席率報告

 ● 田部和彦（高知中央ＲＣ）これからも米山
奨学生のご指導、ご支援よろしくお願いいた
します。
 ● 寺尾正生　地区大会の参加、お疲れ様でし
た。　　　　
 ● 松本隆之　オユン　スブドエルデネさん、
卓話ありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　先日の新居浜の地区大会におい
て、出席最優秀クラブと登録最優秀クラブの
二つの表彰を、寺尾会長の代理で、壇上に上
がりいただいてきました。
 ● 前田　博　28日、母（前田　淑）の葬儀に
際しまして、いただきました弔意に感謝申し
上げます。
 ● 西山忠利　50周年記念懇親会、おもいがけ
ず大好きなコーヒーを頂きありがとうござい
ます。ゲシャコーヒー生まれてはじめてです。
酸味、苦み、やわらかくフルーティーな香り、
本当においしくいただきました。
 ● 窪田満里子　家庭記念日ありがとうござい
ます。すっかり忘れていました。今日は主人
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本日　11月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「軽減税率について」

高知税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官 井上　順次 氏

次週　11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
　　　 「ロータリー財団委員会よりの発表（仮）」

子育て応援ZEROSAI 代表 井上真由美 氏
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◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週の金土日と地区大会
が行われ、多数の方に出
席をいただき、ありがと
うございました。
　私たちがいつも歌って

いるロータリーソング「四つのテスト」の歌
詞を、私は倫理観とか道徳的なものと捉えて
いました。しかし、これはもともと、アメリ
カの調理器具のメーカーが倒産の危機に瀕し
たときに、商売をするためにはどうすればい
いのかということで、できたものだそうで
す。つまり、
真実かどうか…嘘をつかない
皆に公平か…公平というより公正と訳した方
　　　　　　がいいのではないか
好意と友情深めるか…お店ののれんや得意先
　　　　　　に対して、信用力を高めていく
みんなのためになるかどうか…近江商人の三
　　　　　　　　　　　　　　方良しの精神
　といった意味合いだということです。
　私も含めて新入会員の方は、もう一度四つ
のテストについて、考えていただければと思
います。
◇来訪ロータリアン
　東京調布むらさきＲＣ　　斯波照雄 氏
　高知中央ＲＣ　　田部和彦 氏

◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　オユン　スブドエルデネさん
◇東京調布むらさきＲＣの斯波照雄さんとバ

ナーの交換を行いました。
◇前田　博会員挨拶
　去る28日の母の葬儀に際しまして、クラブ
から弔意をいただきありがとうございました。
当日は、親睦委員会の皆さまにもお手伝いい
ただき、誠にありがとうございました。
　母は、今月18日の夜、急に発熱し、救急病
院に運びました。肺炎を起こし、1週間、頑
張ってくれて、みんなと十分にお別れができ
て眠るような閉じ方でした。
　28日は、年齢にも関わらず仕事であった塾
の子どもたちに見送られながら斎場に向かい、
全ての行事を終えることができました。誠に
ありがとうございました。
◇地区大会において、出席最優秀クラブと登

録最優秀クラブの表彰をされました。出席
100％クラブは３クラブのみでした。

◇ポールハリスフェロー表彰
　水上　元会員
◇委嘱状伝達
　竹村克彦会員
　（2019－2020年度
　　国際奉仕委員会短期交換
　　小委員会委員）
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うので、冬は大気汚染が問題になっています。
日本人はモンゴルというと草原と砂漠で、ゲ
ルに住んでいるというイメージがあるようで
すが、緑の森林も多くあります。
　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４年生です。趣味はウクレレで、日
本に来てから学び始めました。高校のときに
は卓球をしていました。好きな食べ物はお寿
司で、高知ではカツオのタタキが大好きです。
モンゴルでは、７月末から野生のイチゴが実
りはじめ、家族で採りに行きます。
　私は、日本式の高校で３年間、日本語を学
び、日本の文化に興味を持つようになりまし
た。高校１年のとき、姉が日本に留学してい
ましたので、その姿に憧れたということもあ
ります。私も高校２年のとき一度日本に来る
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。このとき、
機能性食品という言葉を初めて聞きました。
調べてみると食品化学の分野で日本は世界で
トップの国で、いろんな研究が進んでいるこ
とが分かり、日本の大学に留学して学びたい
という気持ちになりました。

　高知大学に留学することになって、初めて
の一人暮らしではさまざまな経験がありまし
た。モンゴルでは自転車に乗ることがなかっ
たので、高知では自転車が一番難しかったで
す。新しい友人、生活環境から得るものも多
くありました。２回生になって大学生活にも
慣れて楽しく過ごしていく中で、多くの知識
も吸収していきました。大学１年から２年間
は、親からの仕送りがなかったので、マクド
ナルドやいろいろな短期のアルバイト、モン
ゴル語と英語の翻訳の手伝いなどもしながら、
生活をしていました。
　大学４年の現在、生物資源利用化学という
研究室で、モンゴルの植物について研究して
います。授業と研究室以外はキャンパスの図
書館で、夜間スタッフとしてアルバイトをし
ています。金曜日の夜は体育館で留学生と日
本人学生で、バレーボールとバトミントンを
しています。参加することで、異文化や英
語、日本語の勉強になっています。留学生と
日本人学生で山登りやサイクリング、ゴミ拾
いなどの活動をしました。今までの３年間、
１回もよさこい祭りを見る機会がなかったの
ですが、今年初めて見て感動しました。卒業
するまでには、高知をもっと探検しようと
思っています。
　現在、モンゴルでは食品が原因となってい
る健康問題が増えています。モンゴルで消費
されている食品の70％は輸入品です。人々は、
さまざまな輸入食品から好きな物を選べる反

面、栄養バランスも崩れています。その結果、
免疫力を落として風邪を引きやすくなったり、
ちょっとしたことで病気になる人も多くいま
す。
　モンゴルでは昔から、果実や植物を薬とし
て利用する習慣があります。私も祖母や母か
らもらって、風邪のときなどに使っていまし
た。この果実や薬草などの資源は豊富にあり、
砂漠や山など、その場所の環境に合った植物
を育てることもできると思います。私は今、
モンゴルに自生している薬草や植物を利用し
て、自然の回復力を生かした、人々の身体に
優しく安全で、さらに免疫力を保つ機能を
持った食品を作るために研究しています。
　もう一つは、大気汚染の問題です。この10
年で、ウランバートルの市民の呼吸器系への

感染率が増加しています。私は、この問題に
関しても、自分の研究によって貢献したいと
考えています。
　将来は、食品工場を造って、人々の身体に
いい食品を提供したいです。そして、日本と
モンゴルの架け橋になりたいと思っています。
　これら、全ての経験に関して奨学金が助け
になってくれたと、私は感じています。アル
バイトの時間も減らして、勉強と研究に集中
することができたし、研究室や他の留学生の
人たちとのアクティビティにも参加できるよ
うになりました。これからは、ロータリーの
方々と交流して、日本の文化についてもっと
知りたいです。ロータリーの皆さんに心から
感謝しています。ありがとうございました。

「学生生活」

◇ゲストスピーチ オユン　スブドセルデネ さん

東ＲＣ創立50周年記念式典
2018年10月８日㈪　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

地　区　大　会
2018年10月27日㈯　於：新居浜市民文化センター

　11月１日の「いい医療の日」に、東京駒込の日本医師会館で、「日本医師会最高優功賞」を
授賞しました。私が23年間携わってきました医師会医学雑誌の編集・発刊を評価して頂いた
とのことですが、なんとノーベル賞受賞者の本庶先生と同時受賞で感激いたしました。
　祝宴では、本庶先生はすぐにお帰りになるとのことでしたので、世界医師会の役員の方々
に交じって記念写真を撮っていただきました。（前列左から２人目が本庶先生）　　　猿田隆夫



◇出席率報告

 ● 田部和彦（高知中央ＲＣ）これからも米山
奨学生のご指導、ご支援よろしくお願いいた
します。
 ● 寺尾正生　地区大会の参加、お疲れ様でし
た。　　　　
 ● 松本隆之　オユン　スブドエルデネさん、
卓話ありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　先日の新居浜の地区大会におい
て、出席最優秀クラブと登録最優秀クラブの
二つの表彰を、寺尾会長の代理で、壇上に上
がりいただいてきました。
 ● 前田　博　28日、母（前田　淑）の葬儀に
際しまして、いただきました弔意に感謝申し
上げます。
 ● 西山忠利　50周年記念懇親会、おもいがけ
ず大好きなコーヒーを頂きありがとうござい
ます。ゲシャコーヒー生まれてはじめてです。
酸味、苦み、やわらかくフルーティーな香り、
本当においしくいただきました。
 ● 窪田満里子　家庭記念日ありがとうござい
ます。すっかり忘れていました。今日は主人
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本日　11月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「軽減税率について」

高知税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官 井上　順次 氏

次週　11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
　　　 「ロータリー財団委員会よりの発表（仮）」

子育て応援ZEROSAI 代表 井上真由美 氏
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◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週の金土日と地区大会
が行われ、多数の方に出
席をいただき、ありがと
うございました。
　私たちがいつも歌って

いるロータリーソング「四つのテスト」の歌
詞を、私は倫理観とか道徳的なものと捉えて
いました。しかし、これはもともと、アメリ
カの調理器具のメーカーが倒産の危機に瀕し
たときに、商売をするためにはどうすればい
いのかということで、できたものだそうで
す。つまり、
真実かどうか…嘘をつかない
皆に公平か…公平というより公正と訳した方
　　　　　　がいいのではないか
好意と友情深めるか…お店ののれんや得意先
　　　　　　に対して、信用力を高めていく
みんなのためになるかどうか…近江商人の三
　　　　　　　　　　　　　　方良しの精神
　といった意味合いだということです。
　私も含めて新入会員の方は、もう一度四つ
のテストについて、考えていただければと思
います。
◇来訪ロータリアン
　東京調布むらさきＲＣ　　斯波照雄 氏
　高知中央ＲＣ　　田部和彦 氏

◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　オユン　スブドエルデネさん
◇東京調布むらさきＲＣの斯波照雄さんとバ

ナーの交換を行いました。
◇前田　博会員挨拶
　去る28日の母の葬儀に際しまして、クラブ
から弔意をいただきありがとうございました。
当日は、親睦委員会の皆さまにもお手伝いい
ただき、誠にありがとうございました。
　母は、今月18日の夜、急に発熱し、救急病
院に運びました。肺炎を起こし、1週間、頑
張ってくれて、みんなと十分にお別れができ
て眠るような閉じ方でした。
　28日は、年齢にも関わらず仕事であった塾
の子どもたちに見送られながら斎場に向かい、
全ての行事を終えることができました。誠に
ありがとうございました。
◇地区大会において、出席最優秀クラブと登

録最優秀クラブの表彰をされました。出席
100％クラブは３クラブのみでした。

◇ポールハリスフェロー表彰
　水上　元会員
◇委嘱状伝達
　竹村克彦会員
　（2019－2020年度
　　国際奉仕委員会短期交換
　　小委員会委員）
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the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
525,960円

46,200円

572,160円

5,085円

901円

5,986円

531,045円

47,101円

578,146円

チビニコ 合　計

10月31日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会
12月５日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　11月８日㈭　11月３日㈯周年式典に振替
高知西ＲＣ　　11月９日㈮　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月20日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　11月22日㈭　定款第８条第１節により休会
高知南ＲＣ　　11月22日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月４日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日

◇幹　事　報　告
・11月３日は高知南ＲＣの60周年記念式典が

行われます。出席者はよろしくお願いしま
す。

・地区大会へ、当クラブは全員登録した関係

で、全員のパンフレットがあります。お持
ち帰りください。

・本日の役員会は、開催いたしません。
・11月のロータリーレートは、１ドル112円

です。

10月31日

10月17日

総数
－4 54

出席
34

欠席
8

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

62.96％

出席率
84.00％8

の好きなお肉でお祝いをしようと思います。
 ● 武吉佳月　先日は、私のつたない履歴書を
聞いていただいてありがとうございました。
緊張のあまり忘れていたにこにこを、１週間
遅れで・・・。
 ● 岡本淳一　先日の地区大会への出席、あり
がとうございました。あいにく、日帰りとな
りましたが、高知に帰ってからの二次会まで
お付き合いいただき感謝をしております。無
事終わったことにお礼でニコニコへ。
 ● 福岡満喜子　地区大会、皆さまお世話にな
りました。新居浜の太鼓台はめずらしかった
です。松野さん、写真ありがとうございました。
 ● 中越貴宣　地区大会お疲れ様でした。淳一
さん、段取りありがとうございました。松野
さん、写真ありがとうございました。
 ● 松野宏司　地区大会に出席し、学習してき
ました。
 ● 中平真理子　松野さん、地区大会の写真あ
りがとうございました。
 ● 前川美智子　地区大会欠席のお詫びです。
 ● 水上　元　「牧野富太郎の生涯をＮＨＫの
朝ドラに」という署名運動を行っています。
今日は署名用紙を忘れましたが、そのうち配
布させていただきますので、ご協力をお願い
します。
 ● 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。

　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。言語はモ
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はマイナス30から40度。燃料として石炭を使
うので、冬は大気汚染が問題になっています。
日本人はモンゴルというと草原と砂漠で、ゲ
ルに住んでいるというイメージがあるようで
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調べてみると食品化学の分野で日本は世界で
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らもらって、風邪のときなどに使っていまし
た。この果実や薬草などの資源は豊富にあり、
砂漠や山など、その場所の環境に合った植物
を育てることもできると思います。私は今、
モンゴルに自生している薬草や植物を利用し
て、自然の回復力を生かした、人々の身体に
優しく安全で、さらに免疫力を保つ機能を
持った食品を作るために研究しています。
　もう一つは、大気汚染の問題です。この10
年で、ウランバートルの市民の呼吸器系への

感染率が増加しています。私は、この問題に
関しても、自分の研究によって貢献したいと
考えています。
　将来は、食品工場を造って、人々の身体に
いい食品を提供したいです。そして、日本と
モンゴルの架け橋になりたいと思っています。
　これら、全ての経験に関して奨学金が助け
になってくれたと、私は感じています。アル
バイトの時間も減らして、勉強と研究に集中
することができたし、研究室や他の留学生の
人たちとのアクティビティにも参加できるよ
うになりました。これからは、ロータリーの
方々と交流して、日本の文化についてもっと
知りたいです。ロータリーの皆さんに心から
感謝しています。ありがとうございました。
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東ＲＣ創立50周年記念式典
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地　区　大　会
2018年10月27日㈯　於：新居浜市民文化センター

　11月１日の「いい医療の日」に、東京駒込の日本医師会館で、「日本医師会最高優功賞」を
授賞しました。私が23年間携わってきました医師会医学雑誌の編集・発刊を評価して頂いた
とのことですが、なんとノーベル賞受賞者の本庶先生と同時受賞で感激いたしました。
　祝宴では、本庶先生はすぐにお帰りになるとのことでしたので、世界医師会の役員の方々
に交じって記念写真を撮っていただきました。（前列左から２人目が本庶先生）　　　猿田隆夫



◇出席率報告

 ● 田部和彦（高知中央ＲＣ）これからも米山
奨学生のご指導、ご支援よろしくお願いいた
します。
 ● 寺尾正生　地区大会の参加、お疲れ様でし
た。　　　　
 ● 松本隆之　オユン　スブドエルデネさん、
卓話ありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　先日の新居浜の地区大会におい
て、出席最優秀クラブと登録最優秀クラブの
二つの表彰を、寺尾会長の代理で、壇上に上
がりいただいてきました。
 ● 前田　博　28日、母（前田　淑）の葬儀に
際しまして、いただきました弔意に感謝申し
上げます。
 ● 西山忠利　50周年記念懇親会、おもいがけ
ず大好きなコーヒーを頂きありがとうござい
ます。ゲシャコーヒー生まれてはじめてです。
酸味、苦み、やわらかくフルーティーな香り、
本当においしくいただきました。
 ● 窪田満里子　家庭記念日ありがとうござい
ます。すっかり忘れていました。今日は主人
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本日　11月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「軽減税率について」

高知税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官 井上　順次 氏

次週　11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
　　　 「ロータリー財団委員会よりの発表（仮）」

子育て応援ZEROSAI 代表 井上真由美 氏

第2397回　例会報告／平成30年10月31日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週の金土日と地区大会
が行われ、多数の方に出
席をいただき、ありがと
うございました。
　私たちがいつも歌って

いるロータリーソング「四つのテスト」の歌
詞を、私は倫理観とか道徳的なものと捉えて
いました。しかし、これはもともと、アメリ
カの調理器具のメーカーが倒産の危機に瀕し
たときに、商売をするためにはどうすればい
いのかということで、できたものだそうで
す。つまり、
真実かどうか…嘘をつかない
皆に公平か…公平というより公正と訳した方
　　　　　　がいいのではないか
好意と友情深めるか…お店ののれんや得意先
　　　　　　に対して、信用力を高めていく
みんなのためになるかどうか…近江商人の三
　　　　　　　　　　　　　　方良しの精神
　といった意味合いだということです。
　私も含めて新入会員の方は、もう一度四つ
のテストについて、考えていただければと思
います。
◇来訪ロータリアン
　東京調布むらさきＲＣ　　斯波照雄 氏
　高知中央ＲＣ　　田部和彦 氏

◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　オユン　スブドエルデネさん
◇東京調布むらさきＲＣの斯波照雄さんとバ

ナーの交換を行いました。
◇前田　博会員挨拶
　去る28日の母の葬儀に際しまして、クラブ
から弔意をいただきありがとうございました。
当日は、親睦委員会の皆さまにもお手伝いい
ただき、誠にありがとうございました。
　母は、今月18日の夜、急に発熱し、救急病
院に運びました。肺炎を起こし、1週間、頑
張ってくれて、みんなと十分にお別れができ
て眠るような閉じ方でした。
　28日は、年齢にも関わらず仕事であった塾
の子どもたちに見送られながら斎場に向かい、
全ての行事を終えることができました。誠に
ありがとうございました。
◇地区大会において、出席最優秀クラブと登

録最優秀クラブの表彰をされました。出席
100％クラブは３クラブのみでした。

◇ポールハリスフェロー表彰
　水上　元会員
◇委嘱状伝達
　竹村克彦会員
　（2019－2020年度
　　国際奉仕委員会短期交換
　　小委員会委員）
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●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
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10月31日
今期の累計
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高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
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高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日

◇幹　事　報　告
・11月３日は高知南ＲＣの60周年記念式典が

行われます。出席者はよろしくお願いしま
す。

・地区大会へ、当クラブは全員登録した関係

で、全員のパンフレットがあります。お持
ち帰りください。

・本日の役員会は、開催いたしません。
・11月のロータリーレートは、１ドル112円

です。
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の好きなお肉でお祝いをしようと思います。
 ● 武吉佳月　先日は、私のつたない履歴書を
聞いていただいてありがとうございました。
緊張のあまり忘れていたにこにこを、１週間
遅れで・・・。
 ● 岡本淳一　先日の地区大会への出席、あり
がとうございました。あいにく、日帰りとな
りましたが、高知に帰ってからの二次会まで
お付き合いいただき感謝をしております。無
事終わったことにお礼でニコニコへ。
 ● 福岡満喜子　地区大会、皆さまお世話にな
りました。新居浜の太鼓台はめずらしかった
です。松野さん、写真ありがとうございました。
 ● 中越貴宣　地区大会お疲れ様でした。淳一
さん、段取りありがとうございました。松野
さん、写真ありがとうございました。
 ● 松野宏司　地区大会に出席し、学習してき
ました。
 ● 中平真理子　松野さん、地区大会の写真あ
りがとうございました。
 ● 前川美智子　地区大会欠席のお詫びです。
 ● 水上　元　「牧野富太郎の生涯をＮＨＫの
朝ドラに」という署名運動を行っています。
今日は署名用紙を忘れましたが、そのうち配
布させていただきますので、ご協力をお願い
します。
 ● 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。

　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。言語はモ
ンゴル語でキリル文字です。気候は大陸性で、
とても乾燥しています。冬が長く、最低気温
はマイナス30から40度。燃料として石炭を使
うので、冬は大気汚染が問題になっています。
日本人はモンゴルというと草原と砂漠で、ゲ
ルに住んでいるというイメージがあるようで
すが、緑の森林も多くあります。
　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４年生です。趣味はウクレレで、日
本に来てから学び始めました。高校のときに
は卓球をしていました。好きな食べ物はお寿
司で、高知ではカツオのタタキが大好きです。
モンゴルでは、７月末から野生のイチゴが実
りはじめ、家族で採りに行きます。
　私は、日本式の高校で３年間、日本語を学
び、日本の文化に興味を持つようになりまし
た。高校１年のとき、姉が日本に留学してい
ましたので、その姿に憧れたということもあ
ります。私も高校２年のとき一度日本に来る
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。このとき、
機能性食品という言葉を初めて聞きました。
調べてみると食品化学の分野で日本は世界で
トップの国で、いろんな研究が進んでいるこ
とが分かり、日本の大学に留学して学びたい
という気持ちになりました。

　高知大学に留学することになって、初めて
の一人暮らしではさまざまな経験がありまし
た。モンゴルでは自転車に乗ることがなかっ
たので、高知では自転車が一番難しかったで
す。新しい友人、生活環境から得るものも多
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慣れて楽しく過ごしていく中で、多くの知識
も吸収していきました。大学１年から２年間
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生活をしていました。
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研究室で、モンゴルの植物について研究して
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語、日本語の勉強になっています。留学生と
日本人学生で山登りやサイクリング、ゴミ拾
いなどの活動をしました。今までの３年間、
１回もよさこい祭りを見る機会がなかったの
ですが、今年初めて見て感動しました。卒業
するまでには、高知をもっと探検しようと
思っています。
　現在、モンゴルでは食品が原因となってい
る健康問題が増えています。モンゴルで消費
されている食品の70％は輸入品です。人々は、
さまざまな輸入食品から好きな物を選べる反
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免疫力を落として風邪を引きやすくなったり、
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うになりました。これからは、ロータリーの
方々と交流して、日本の文化についてもっと
知りたいです。ロータリーの皆さんに心から
感謝しています。ありがとうございました。
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録最優秀クラブの表彰をされました。出席
100％クラブは３クラブのみでした。

◇ポールハリスフェロー表彰
　水上　元会員
◇委嘱状伝達
　竹村克彦会員
　（2019－2020年度
　　国際奉仕委員会短期交換
　　小委員会委員）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

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

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
525,960円

46,200円

572,160円

5,085円

901円

5,986円

531,045円

47,101円

578,146円

チビニコ 合　計

10月31日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会
12月５日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　11月８日㈭　11月３日㈯周年式典に振替
高知西ＲＣ　　11月９日㈮　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月20日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　11月22日㈭　定款第８条第１節により休会
高知南ＲＣ　　11月22日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月４日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日

◇幹　事　報　告
・11月３日は高知南ＲＣの60周年記念式典が

行われます。出席者はよろしくお願いしま
す。

・地区大会へ、当クラブは全員登録した関係

で、全員のパンフレットがあります。お持
ち帰りください。

・本日の役員会は、開催いたしません。
・11月のロータリーレートは、１ドル112円

です。

10月31日

10月17日

総数
－4 54

出席
34

欠席
8

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

62.96％

出席率
84.00％8

の好きなお肉でお祝いをしようと思います。
 ● 武吉佳月　先日は、私のつたない履歴書を
聞いていただいてありがとうございました。
緊張のあまり忘れていたにこにこを、１週間
遅れで・・・。
 ● 岡本淳一　先日の地区大会への出席、あり
がとうございました。あいにく、日帰りとな
りましたが、高知に帰ってからの二次会まで
お付き合いいただき感謝をしております。無
事終わったことにお礼でニコニコへ。
 ● 福岡満喜子　地区大会、皆さまお世話にな
りました。新居浜の太鼓台はめずらしかった
です。松野さん、写真ありがとうございました。
 ● 中越貴宣　地区大会お疲れ様でした。淳一
さん、段取りありがとうございました。松野
さん、写真ありがとうございました。
 ● 松野宏司　地区大会に出席し、学習してき
ました。
 ● 中平真理子　松野さん、地区大会の写真あ
りがとうございました。
 ● 前川美智子　地区大会欠席のお詫びです。
 ● 水上　元　「牧野富太郎の生涯をＮＨＫの
朝ドラに」という署名運動を行っています。
今日は署名用紙を忘れましたが、そのうち配
布させていただきますので、ご協力をお願い
します。
 ● 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。

　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。言語はモ
ンゴル語でキリル文字です。気候は大陸性で、
とても乾燥しています。冬が長く、最低気温
はマイナス30から40度。燃料として石炭を使
うので、冬は大気汚染が問題になっています。
日本人はモンゴルというと草原と砂漠で、ゲ
ルに住んでいるというイメージがあるようで
すが、緑の森林も多くあります。
　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４年生です。趣味はウクレレで、日
本に来てから学び始めました。高校のときに
は卓球をしていました。好きな食べ物はお寿
司で、高知ではカツオのタタキが大好きです。
モンゴルでは、７月末から野生のイチゴが実
りはじめ、家族で採りに行きます。
　私は、日本式の高校で３年間、日本語を学
び、日本の文化に興味を持つようになりまし
た。高校１年のとき、姉が日本に留学してい
ましたので、その姿に憧れたということもあ
ります。私も高校２年のとき一度日本に来る
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。このとき、
機能性食品という言葉を初めて聞きました。
調べてみると食品化学の分野で日本は世界で
トップの国で、いろんな研究が進んでいるこ
とが分かり、日本の大学に留学して学びたい
という気持ちになりました。

　高知大学に留学することになって、初めて
の一人暮らしではさまざまな経験がありまし
た。モンゴルでは自転車に乗ることがなかっ
たので、高知では自転車が一番難しかったで
す。新しい友人、生活環境から得るものも多
くありました。２回生になって大学生活にも
慣れて楽しく過ごしていく中で、多くの知識
も吸収していきました。大学１年から２年間
は、親からの仕送りがなかったので、マクド
ナルドやいろいろな短期のアルバイト、モン
ゴル語と英語の翻訳の手伝いなどもしながら、
生活をしていました。
　大学４年の現在、生物資源利用化学という
研究室で、モンゴルの植物について研究して
います。授業と研究室以外はキャンパスの図
書館で、夜間スタッフとしてアルバイトをし
ています。金曜日の夜は体育館で留学生と日
本人学生で、バレーボールとバトミントンを
しています。参加することで、異文化や英
語、日本語の勉強になっています。留学生と
日本人学生で山登りやサイクリング、ゴミ拾
いなどの活動をしました。今までの３年間、
１回もよさこい祭りを見る機会がなかったの
ですが、今年初めて見て感動しました。卒業
するまでには、高知をもっと探検しようと
思っています。
　現在、モンゴルでは食品が原因となってい
る健康問題が増えています。モンゴルで消費
されている食品の70％は輸入品です。人々は、
さまざまな輸入食品から好きな物を選べる反

面、栄養バランスも崩れています。その結果、
免疫力を落として風邪を引きやすくなったり、
ちょっとしたことで病気になる人も多くいま
す。
　モンゴルでは昔から、果実や植物を薬とし
て利用する習慣があります。私も祖母や母か
らもらって、風邪のときなどに使っていまし
た。この果実や薬草などの資源は豊富にあり、
砂漠や山など、その場所の環境に合った植物
を育てることもできると思います。私は今、
モンゴルに自生している薬草や植物を利用し
て、自然の回復力を生かした、人々の身体に
優しく安全で、さらに免疫力を保つ機能を
持った食品を作るために研究しています。
　もう一つは、大気汚染の問題です。この10
年で、ウランバートルの市民の呼吸器系への

感染率が増加しています。私は、この問題に
関しても、自分の研究によって貢献したいと
考えています。
　将来は、食品工場を造って、人々の身体に
いい食品を提供したいです。そして、日本と
モンゴルの架け橋になりたいと思っています。
　これら、全ての経験に関して奨学金が助け
になってくれたと、私は感じています。アル
バイトの時間も減らして、勉強と研究に集中
することができたし、研究室や他の留学生の
人たちとのアクティビティにも参加できるよ
うになりました。これからは、ロータリーの
方々と交流して、日本の文化についてもっと
知りたいです。ロータリーの皆さんに心から
感謝しています。ありがとうございました。

「学生生活」

◇ゲストスピーチ オユン　スブドセルデネ さん

東ＲＣ創立50周年記念式典
2018年10月８日㈪　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

地　区　大　会
2018年10月27日㈯　於：新居浜市民文化センター

　11月１日の「いい医療の日」に、東京駒込の日本医師会館で、「日本医師会最高優功賞」を
授賞しました。私が23年間携わってきました医師会医学雑誌の編集・発刊を評価して頂いた
とのことですが、なんとノーベル賞受賞者の本庶先生と同時受賞で感激いたしました。
　祝宴では、本庶先生はすぐにお帰りになるとのことでしたので、世界医師会の役員の方々
に交じって記念写真を撮っていただきました。（前列左から２人目が本庶先生）　　　猿田隆夫


