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第１７９０回例会

■ 点　　鐘 　12時30分

　

■ ロータリーソング 　君が代・奉仕の理想

　

■ 唱　　和

四つのテスト

　　言行はこれに照らしてから

１．真実か　どうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるかどうか

■ ビジター

　市川　幾雄会員（岡崎東ＲＣ）

　市川　令子さん（市川会員令夫人）

■ ゲ ス ト

　 鄔 博 文くん（米山奨学生）

■ 会長の時間 　　　　　会長　竹内　孝夫

　皆さん、こんにちは。会長の時間です。

　今日は第2760地区岡崎東ＲＣからメークアップで

市川幾雄会員と市川令子夫人がいらっしゃっていま

す。ゆっくりなさって、別府を、温泉を楽しんで

ください。

　はやいもので、会長就任して２ヶ月が経ちますが、

－基本的教育と識字率向上月間－
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委員長　山下　唱徳■ 出席報告

１名ゲ ス ト39名会員総数本

日

２名ビジター24名出 席 数

80％出 席 率６名欠 席 数

93.10％修正出席率86.21％前々回の出席率

1578回100％ 通算

千壽、岩瀬、黒岩、杉本、西、

檀上、東保、持永、坂本

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事後（第1788回例会）

　　　　荒金（別府）、安部（別府北）

■　欠　　席

石田、笠木、但馬、山下（唱）、梅津、瑞木



会長経験者の方は「あっという間に会長が終わった」

と言う方が多いですが、自分は結構時間はかかると

いう思いがあります。

　先日、もう一度会長就任した時の方針を読んで、

実施が進んでいるか確認しました。

　みなさん、今年度は方針にそっていきますので、

改めてご協力をお願いします。

　“重点目標”原点回帰　変化への対応

　（具体的方針）

　①例会出席の推進　現状の例会出席率68.9％→

　　目標出席率80％

　②会費納入・活用方法検討　規定に沿った会費納

入・会費活用方法の再検証（委員会立ち上げ）

　③ロータリーを学ぶ　定期的にロータリーについ

ての歴史・勉強会を実施

　④会員増強　現状39名の会員→目標会員45名

　⑤社会奉仕活動の活性化　現状推進中の児童施設

等の奉仕活動の継続と活発化

　⑥国際奉仕活動の活性化　台北昇陽ＲＣの契約更改

と共同事業展開　釜山釜星ＲＣとの関係明確化

　⑦職業奉仕活動の見直しと実行　職業情報・就職

相談・職業指導・職業活動表彰・ボランティア

　⑧青少年奉仕活動の見直しと実行　改めて青少年

に対してのロータリーの役割を検証する

　⑨親睦活動の活性化　楽しいロータリー活動展開

の為、会員・会員家族が楽しめる親睦活動へ

　⑩変化への対応　改善委員会を立ち上げ、変える

べきものは検証・検討・実施する

　（進捗状況）

　①例会出席→80％以上達成しています

　②会費納入・活用方法→改善委員会で会費活用の

見直しを議論する

　③ロータリーを学ぶ→瑞木会員中心に実施　具体

的新入会員

　④会員増強→進んでいない　18日実施

　⑤社会奉仕活動の活性化→白菊寮　婚活パーティ実施

　⑥国際奉仕活動の活性化→台北昇陽ＲＣ11月

　　韓国との関係明確化

　⑦職業奉仕活動の見直しと実行→まだ実施していない

　⑧青少年奉仕活動の見直しと実行→学童施設支援展開

　⑨親睦活動の活性化→ソフトボール等

　⑩変化への対応→改善委員会　月一度実施

　※今期必ず実施する内容を各委員会も周知方お願

いいたします。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．2016－2017年度地区社会・国際・職業奉仕合同

セミナー開催のお知らせ

　日　　時　平成28年10月29日13：00～16：30

　　　　　　（受付開始12：30～）　　

　場　　所　ホルトホール大分（097-576-7555）

　講　　師　ＲＩ2700地区ＰＧ／2007～08年度ＲＩ職業

奉仕委員会日本代表委員　廣畑富雄氏

　対 象 者　社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕、奉仕

プロジェクトの各委員長　希望者

　懇 親 会　18：00～於壺中の天地　会費10,000円

　※各担当委員長には、セミナーへのご参加をお

願い致します。又ご都合つく方は懇親会への

ご参加もご検討ください。

２．例会変更のお知らせ

　大分ＲＣ：９月13日の例会は『夜間例会』の

為、同日18：30～大分オアシスタワーホテルに

時間・場所変更

　津久見ＲＣ：９月13日の例会は『臼津３クラブ

合同例会』の為、同日18：30～津久見市民会館

に時間・場所変更

　宇佐ＲＣ：９月15日の例会は『観月例会』の

為、同日18：30～安心院葡萄酒工房に時間・

場所変更

　中津平成ＲＣ：９月15日の例会は『観月例会』

の為、同日19：00～花福に場所変更

　杵築ＲＣ：９月16日の例会は『ガバナー公式

訪問くにさき・杵築ＲＣ合同例会』の為、９月

15日12：30～若栄屋（杵築市城下）に開催日・

場所変更

３．本日、11：45～杉乃井ホテルに於いて「第３回

定例理事・役員会」を開催致しました。

本日は、ロータリー財団事業「ポリオ撲滅」の為

の使途指定寄付積立てに向けた『1500円ランチ』

（第３回目）を実施します。 会員皆様方のご協力

をお願い致します。

≪第33回近隣ソフトボール大会
（10月30日）にむけての練習≫

　
　本日、例会終了後、14：00～野口原ソフト

ボールグランドにて。運動のできる服装でご参

加ください。

　尚、今後の練習日程は、９月８日・９月29日

を予定しています。10月以降は改めてお知らせ

します。

　

≪第33回近隣７ＲＣ親睦
ソフトボール大会「監督会議」≫

　
日　　時　平成28年９月７日13：45～

場　　所　ホテル白菊２Ｆ「ボードルーム」

出 席 者　クラブ会長、監督、親睦委員長ほか

　　　　　関係者

※竹内孝夫会長、沼田守生親睦委員長、加藤

兼司監督の出席をお願いします。



４．次週（９月８日）の例会予定

　「ゲスト卓話」　

大分県防衛協会青年部会　会長　渡辺一平氏

５．本日の回覧

　①米山梅吉記念館　館報2016秋号　vol.28　

　②会員増強クラブフォーラム出・欠席（９月15日）

　③別府溝部学園短期大学より「おおいたけんプロ

モーションプログラム2016」

　　大分の恵み再発見～五感が喜ぶショートトリッ

プ～　受講者募集のお知らせ

６．本日の配布

　①ロータリーの友　９月号

　②週報№ 1789

■ お 祝 い

　会員誕生日　荒金　信治会員（９月７日）

　配偶者誕生日　工藤　弘和さん（９月６日）

　　　　　　　沼田　有美さん（９月６日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

■ ニコボックス 　　　　委員長　山下布美代

　岡崎東ＲＣ　市川幾雄会員、令子様　新婚旅行

で泊まったホテルです、45年ぶりです。今日は

よろしくお願いいたします。（ニコボックスを

多額に頂きました）

　９月３日、B－Conにて大分県立別府鶴見丘高校

同窓会「鶴嶺会」が開催されます。鶴見丘の卒業

生、岩瀬、持永、杉本、梅野、東保、荒金、檀上、

桝田、笠木、梅津、中塚、髙橋、山下、但馬、久保

田、西、山下（唱）各会員１口ずつお願いします。

自 己 紹 介

内モンゴル自治区紹介

地　理

　そもそも内モンゴルの存在

さえ知らない人もいっぱいい

るようです。

　内モンゴルは中国の北の方にある自治区で、中国

の領土になります。モンゴルは独立した国家です。

　東西に長く伸びており北はモンゴル国・ロシア

連邦と接しています。面積は、日本の約３倍。

民　族

　内モンゴル自治区と名のつくものの、中華人民共

和国建国以来60年間にわたる漢民族移入によって

漢民族が人口の80％以上を占めるにいたっており、

その他モンゴル族・ダウール族・エヴェンキ族・

オロチョン族・回族・満洲民族・朝鮮族などが居住

しています。

　内モンゴル自治区内のモンゴル族は発表統計から

400万人を超えているとみられるますが、モンゴル

国の270万人（2004年）と比べると明らかに自治区

内のモンゴル族の人口の方が多いです。

経　済

　農業・畜産業を主要な産業として、鉄鋼業・林業

などもあります。

　主要な農作物はソバで、日本に輸出されています。

　ブドウ栽培とワイン製造を始めた地域もあります。

　豊富な石炭と天然ガスのほか、希土類（レアアー

ス）の生産量は中国一であり、特にバヤン鉱区は

世界最大の希土類元素鉱床があります。

　石炭は年間５億トンの産出を目指しています。

　独立国モンゴルよりも内モンゴル自治区は経済

発展を遂げています。

　2009年のGDPは1,420億ドルで、前年より17％

伸びました。

　2000年代は13.2％、17.9％、20.5％、23.8％、19％、

19.1％、17.2％と全国31の省・直轄市・自治区の中

でも最高のGDP成長率を記録しており、他の中国

都市と同じように商業施設やマンションの建設ブーム

となっていました。

　中でもオルドス市は１人当たり域内総生産（GDP）

で2007年に北京や上海を超え、2010年には香港を

超えて中国最高となり、バブル崩壊まで「中国一

豊かな都市」と呼ばれました。

　風が強いため風力発電を始めた地域がいくつかあ

岡崎東ＲＣ市川会員とバナー交換

米山奨学生 　鄔　博　文くん



ります。

　最西部に中国のミサイル開発や宇宙開発で活躍し

ている酒泉衛星発射中心があります。

　内モンゴルは宇宙船の帰還場所でもあります。

文　　化

言　語

　省都・フフホトにあるKFC：看板や道路標識は

モンゴル語と標準中国語の両方で表記することが

義務付けられています。

　中国語とモンゴル語が公用語です。

　ただし、モンゴル国で使用されるモンゴル語と

内モンゴル自治区で使用されるモンゴル語には違い

があり、前者はハルハ方言、後者はチャハル方言

です。

空　港

・フフホト白塔国際空港：春秋航空による運航で、

内モンゴル自治区から日本への初の国際定期路線

が開設され、2015年６月より名古屋／中部国際

空港路線を就航開始しました。

　春秋航空が保有しているエアバスA320型機で運

航されており、現在フフホト－名古屋のみが日本

への唯一の直行路線です。

内モンゴルの食べ物について

　内モンゴルの名物料理と言えば、はやりモンゴル

料理。

　市内にはたくさんモンゴル料理を食べさせてくれ

る店があるので、どこで食べればいいのかと悩む

こともありません。

　モンゴルの伝統的な料理と言えば赤い食べ物こと

「肉料理」と、白い食べ物こと「乳製品」に分けられ

ます。

　こうした典型的なモンゴル料理に加え、内モン

ゴル地域独特の料理も多いです。

今やっていることについて

　中国では80年代から高度経済成長が始まり、今の

ところはちょっと減速しているけれども、現在も

６％以上の成長率で継続しています。

　環境問題については、1979年に高度経済成長が

始まると同時に環境保護法を作って対策を取ってき

ましたが、残念ながら環境問題はどんどん深刻化に

なっており、全体的な改善は見られないということ

で、今後中国で経済発展が維持できるかどうか？ 

環境問題どういう風に解決するか？ 持続可能な

発展のモデルと中国での環境に優しい再生可能エネ

ルギー普及可能性について研究しています。

米山奨学生としてやりたいことについて

　米山奨学生としても、まだ学生なので、勉強が

一番大事なことと思います。

　あと米山奨学生の期間中に所属クラブの例会を

ちゃんと出ることや地区主催した活動などを積極的

に参加したいと思っております。

　特にこの間の夏季研修会を参加して、ロータリー

韓国大会のビデオを見て、ロータリーの素晴らしさ

に感動されました。

　より一層ロータリーのことを深く理解しました。

　これから期間中はもちろんのこと、いずれ中国に

帰ってもロータリーの精神とする社会奉仕と国際

平和を中国の皆さんに伝えていきたいと思っており

ます。

将来やりたいことについて

　将来は２つのことをやりたです。

　今の日本と中国の関係は非常に複雑です。

　両国の政治家のやり方により、関係が良くなった

り、悪くなったりという形の繰り返しですが、じゃあ、

どうすれば両国仲良くして前に進みますか？

　この中で、両国の留学生が非常に大事な役割に

なっておりますと思います。

　例えば、実際に日本に生活している留学生たちは

日本の文化、生活習慣など日本の良さを知っている

わけで、卒業して中国に帰ったら「本当は中国に

対して友好的な考え方を持っているよ、悪いイメー

ジだけじゃないよ、日本に勉強すべきこと多いよ」

などと家族や友達、周りの人に伝えてどんどん日本

に対してのイメージや考え方が変わってくると思い

ます。

　逆に中国で留学している日本人学生も日本に帰っ

てきたら「日本人に対して友好ですよ」っていう

ようなことによって、両国の国民の相互理解と信頼

関係を築くことが出来ると思います。

　こういう思いで、そしてロータリーアンの皆様に

恩返しし、１つの形で卒業後故郷の内モンゴルで

日本語専門学校を設立することを決めました。

　もっとたくさん日中友好の架け橋になれる人材を

育成することが出来れば嬉しいと思います。

　もう１つ、今環境エネルギー問題のゼミに所属し

ています。

　大気汚染対策や中国での再生エネルギー普及可能

性などについて勉強しています。

　皆様もご存知と思いますが、近年、高度経済成長

と共に中国の環境問題もますます深刻化になってい

ますので、一日も早く青空を取り戻すように自分

なりに力を貢献していきたいと思います。

以上


