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11：30～理事会
12：30～例会開会

第 3135 回例会

2019 年 4 月 2 日(火)

◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□12：30 開会点鐘

三田会長
□国歌斉唱
□ロータリーソング斉唱
□四つのテスト・・・言行はこれに照らしてから
一.真実かどうか
一.みんなに公平か
一.好意と友情を深めるか
一.みんなのためになるかどうか
□ゲスト・ビジター他 紹介
幹 事
□本日のプログラム、メニュー紹介
親睦委員会
□会長の時間
三田会長
□慶 祝 ・ ﾊﾞｰｽﾃﾞｰ・ｿﾝｸﾞ
□インターシティ・ミーティング前沢 概要報告
□オーストラリア地区短期派遣報告
佐々木史昭君
□幹事報告および委員会報告
幹 事
□出席報告
出席委員会
□ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会
□13：30 閉会点鐘
三田会長

◆幹事報告

Web

幹 事

◆4/6(土)平成 31 年度入学式について(ご案内
岩手県立花巻北高等学校様
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会 長：三田 望
幹 事：阿部一郎
会長エレクト：鹿討康弘
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会場：ホテル花城 0198-22-2333
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花巻商工会議所内 0198-41-1133
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◆3134 回 例会の概要
■会長の時間
□概要

三田

望 君

皆様こんにちは！そして佐々木
史昭君お帰りなさい。
そしてミガ君、先日の卒業式では
右代表で大学院修了の修了証書を授与されておりました。
私は直接関係なくても、何か誇らしい気持ちになりました。
記念にいただいた富士大学の研究事業や案内の中にミガ
君の共同研究の論文が日本の方と連名で掲載されていま
した。大変なページ数で、様々な資料やデータを駆使して
『モンゴルの経済状況について』が記述されていました。
いつか聞く機会があればと思います。
21 日は前沢 RC 主催のインターシティミーティングで
した。今回は沿岸の岩手日報の太田代剛さんの講演で『写
真で見る被災地の今』と題しての、震災当時の写真を交え
ながら今と比較して PPT での説明でした。避難の状況を
聞き取り調査した、被災直後の軌跡の分析結果を地図上で
示した、後世に残る資料と思いました。
懇親会も、親睦を深められたいい懇親会でした。

◆本日のメニュー
ホテル花城

『揚げ豆腐の

ピリ辛煮込み』
◆ゲストスピーチ

米山奨学生(花泉 RC)
ジャミヤンスレン・ミャクマルドルジさん
【概 要】卒業スピーチ
◆4 月ロータリーレート 1＄=110 円
RI 日本事務局様
こんにちは。ジャミヤンスレ
◆RI 第 2520 地区 2019-20 年度青少年交換(長期)派遣先決定
ン・ミャクマルドルジです。
のお知らせと、来日生の受入れに関して ガバナー事務所様
スピーチの機会をいただき、あ
りがとうございます。
◆4 月 慶 祝
【敬称略】
去年一年何をしたかと、これから
《会員誕生》 谷村 仁(2)・藤田勝敏(2)・滝田吉郎(8)
何をするかについて、皆様にご報
《在籍年ﾊﾞｯｼﾞ》安藤武彦(47)・佐々木史昭(15)
告を兼ねて少しお話ししたいと
《夫君誕生》藤原和久(1/喜子)・伊藤由美子(7/誠一郎)
思います。
《結婚記念日》下町壽男/順子(1)・佐々木史昭/啓子(23)
この一年間は私にとって大きなターニングポイントに
なりました。まず勉学では『モンゴルのインフレと財政金
浅沼幸二/葉子(28)・高橋利美/ちあき(30)
融政策の計量経済学モデルによる考察』というテーマで修
※結婚記念日当日ご自宅へケーキをお届けします
士論文を完成して富士大学学長より論文優秀賞をいただ
きました。これは奨学金をいただいて、勉学に集中できた
◆今後のプログラム
プログラム委員会
からこそのものと感謝しています。ありがとうございます。
4/9(火)
会員卓話
担当：上田 穣君
高校生の時から、自分の夢はアメリカのスターバックス
4/16(火) 会員卓話
担当：稲田典之君
のようなモダンでおしゃれな自分の『カフェ』を作り、モ
4/19(金)～21(日) 第 2520 地区大会関連行事 盛岡
ンゴルの若い方々が勉強したり、デートしたり集まってコ
4/23(火) 観桜会・歳祝合同夜例会(菊の会) 会場調整中
ーヒーを楽しめる場所をつくることでした。昨年、この夢
担当：幹事：親睦委員会 を友人 2 人と実現し、ウランバートルの中心、国会議事堂
4/30(火) ゴールデンウイーク休会
の隣に韓国フランチャイズファストフードの店とカフェ
※卓話担当の方、卓話準備又はゲスト依頼をお願いいたします
を同時にオープンさせることができました。メニューの材
ゲストの場合決まりましたら、事務局へ報告をお願いいたします。
料はほとんど韓国から輸入し、今までモンゴルになかった
◆米山梅吉記念館

館報 2019 春号 Vol.33
(公財)米山梅吉記念館様

新しいメニューを提供しています。新しいものを望む若い
人達が多く、新しい文化を楽しむ場所になりました。
是非モンゴルにお越しの際は、私がご馳走しますので寄
って戴きたいと思います。店の名前は『ボンゴス（Bon
Gousse）
』です。仏語で『美味しい』という意味です。
ロータリーを通じて、ロータリアンの方々と出会うこと
ができ、これからの人生を生きていく中で必要な知恵を皆
さま方から沢山教えて頂いたことが大事な経験になりま
した。これからも皆様方とのこのような交流を続けさせて
いただきたいと思います。
今月から岩手県内の会社で外国人介護士のコーディネ
ーターとして働くことが決まりました。モンゴルとフィリ
ピンから介護士・看護師が岩手県に来て介護の勉強をしな
がら介護施設で働く人たちの日本での生活のサポートと
いう仕事です。暫くは花巻に住む予定です。よろしくお願
いいたします。
また、今年の目標はモンゴルの有名輸出品であるカシミ
アを花巻で販売してみたい。モンゴルカシミアは既に日本
の WEB EC サイトで販売されていますが、まだまだ知ら
れていないと思いますので、是非花巻から全国へ発信して
いきたい。今、モンゴルの工場と連絡を取って準備を進め
ているところです。もしできるようになりましたら、皆様
にもお声がけをさせていただき、アドバイスもよろしくお
願いしたいと思っています。
このようにこれからも頑張って日本とモンゴル、韓国と
の貿易、交流に貢献していきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

◆鹿討康弘君
21 日、ぬくまるアカデミー春バージョンをなはんプラザ
2 階で開催しました。児童 30 名、花北青雲高校生 20 名、
引率先生 2 名、ボランティア 20 名が参加しました。
高校生を講師に、自動黒線トレース車を組み立て、PC で
プログラミングを体験しました。難しいかと思いきや、ど
んどん PC で設定を変え、
走らせる子ども達に驚きました。
昼食のカレーは高校生なら３杯くらいお代わりするだろ
うと 120 食作ったのですが、大量に余ってしまいました。
いまの高校生は食が細い？？

◆出席報告

出席委員会

34 人中 12 人出席

出席率 42.8％
前回修正 60.7％

メーキャップ
3/12(火) ぬくまる食堂 谷村仁君・鹿討康弘君
3/20(水)ぬくまるアカデミー 三田会長・阿部幹事
鹿討エレクト・滝田吉郎君・橋川秀治君・谷村仁君
3/21(木/祝)第 2 分区 IM 前沢 三田会長・阿部幹事
鹿討エレクト・滝田吉郎君・伊藤隆規君

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

＜三田 望君＞ミガ君卒業おめでとう。暫くは花巻に居れる
様で何よりです。また機会があればモンゴル談義を聞かせ
て下さい。
□論文の内容は？
＜阿部一郎君＞ミャクマルドルジ君大学院卒業おめでとうご
『モンゴルのインフレと財政金融政策』です。
ざいます。本日卒業報告ありがとうございます。今後の活
モンゴルはインフレで、日本はデフレと経済は正反対で
躍に期待します。
すが、同じく拡張的な財政金融政策をとっています。日本
＜橋川秀治君＞お久しぶりです。株主総会やら社長交代やら
はインフレを目指した拡張政策。モンゴルはそもそもイン
で、ほぼ東京行きっぱなし。ミガ君のスピーチ、夢いっぱ
フレ状況なのに拡張的政策。これらを計量経済学のモデル
いで楽しかったです。ありがとうございました。今後の活
をつくり、そのモデルで金融政策がモンゴルの経済にどの
躍に期待しております。
ような影響を与えているかを計量的に確認するという形
＜吉田和洋君＞ミャクマルドルジ君スピーチありがとうござ
で論文を書きました。その結果、私の論文上ではモンゴル
います。ビジネスで成功されることをご祈念致します。史
の政策は失敗と結論づけました。もともとインフレ状況下
昭さんブリスベン引率ご苦労様でした。
なのに、更に加速させるという批判的な形として捉えてい
＜立花徳久君＞史昭君お帰りなさい。ご苦労様でした。子供
ます。給料よりもインフレの上昇率が大きい。国民は苦労
している。今のインフレ率は警戒感が出たため８％ですが、 達には一生の思い出、そして未来への眼を開くことになる
と思います。ジャミヤンスレン・ミャクマルドルジ君卒業
5 年位前は 14％とか 2 桁台でした。難しい問題ですが、
おめでとうございます。活躍をお祈りいたします。
次の課題です。
＜佐々木史昭君＞先週火曜日 8 日間のブリスベン引率から無
□花巻に輸入するカシミアとは？
事帰国しました。6 人の生徒たちは学校生活・ホームステ
完成品としてカシミア製マフラーやセーター、服を輸入
イ体験で大きな自信をつけたようでした。現地でキム・ソ
し販売したいと思っています。いろいろな所へ営業してみ
ンヨプ君と 5 年ぶりにお会いし、彼のビジネスの状況を聞
たい。他に web EC での販売も考えています。モンゴルで
き、郊外の自宅に招待いただき韓国料理をご馳走になりま
は、カシミアは中国や韓国への輸出がほとんどで、日本へ
した。来週の報告楽しみにして下さい。
の輸出はまだまだ少ない。モンゴルカシミアは、ほぼヤギ ＜鹿討康弘君＞ミガ君卒業おめでとうございます。今後の活
の毛を使っています。カシミアは日本では高いイメージで
躍をご祈念致します。先週の『ぬくまるアカデミー』は
すが、モンゴルのカシミアは質が良く値段は安めです。モ
花北青雲高校とのコラボでたくさんの子供達に来ていただ
ンゴルの物価や労賃は日本より低いので、安く作ることが
き大成功。送迎やカレー作りにお手伝いいただきありがと
できます。現在は現地工場と価格調整の段階です。
うございました。作りすぎてしまい大鍋 5 つ、カマ 3 つも
最初は個人事業で始めて、軌道に乗ったら法人化したいと
余る結果に。因みに我が家の夕食もバーモントカレーでし
も思っています。
た(^^；

フランチャイズのコーヒーショップは、韓国では 1000
店舗展開している有名は会社ですが、モンゴルでは初めて
の出店です。いまのところ収支はとんとんです。

◆報告事項
◆佐々木史昭君
先週地区の青少年交換事業でブリスベンへ行ってきまし
た。偶然に現地で米山奨学生だったキム・ソンヨプ君と会
うことができました。詳しくは来週の例会でお時間をいた
だきましたので、写真も交えご報告します。

ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
≪ ぬくまる食堂 第 2・第 4 火曜日 OPEN≫
編集制作

【クラブ会報委員会】
委員長：吉田和洋・副委員長：藤田勝敏
AD 橋川秀治・鹿討康弘

