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地 区 目 標

クラブテーマ

元気なクラブづくりのために「ロータリーの木」 の苗木を植え
ましょう、クラブに、地域社会に、世界に、次世代のために

「ロータリーを発信しよう」一人ひとりの感性で

◆点鐘：鈴木　浩司 会長 ◆ロータリーソング：それでこそロータリー
◆司会：小松　公博 副 S.A.A. ◆会場：山形グランドホテル

本日、地区の米山委員長でありま
す田中隆一委員長から来ていただい
ております。田中委員長におかれまし
ては、米沢ロータリークラブの現職
の会長でありながら地区の委員長兼
務ということで、大変ご苦労様でご
ざいます。

米山留学生の方をご紹介したいと
思います。モンゴル出身のバヤルサイハン・ウレムジさん。中
国ご出身のコウ・キンさん。同じく中国出身のコウ・シンさ
ん。後ほど卓話をいただきますのでよろしくお願いします。会
長の方針の中でも述べさせていただいておりますが、我々が
１人１人が、ちょっとした善意を寄せることによって、奨学生
が学べるという環境ができてるわけです。ぜひ皆さま方には
米山にご協力をよろしくお願いしたいと思います。

さて、27日に金沢西ロータリークラブ55周年式典にお招き
をいただきまして、22名で参加してまいりました。振り返りま
すれば、鈴木隆一会員のお父様である鈴木傳四郎当時30代
会長の時に、金沢西との友好クラブ締結しておるということ
で、その当時の幹事でありました松本さんの息子さんが今回
幹事をされておりまして、そんな意味でも33年間の長い交流
を振り返ってまいりました。また金沢西クラブの皆さんには大
変な歓待を受けまして、感謝を申し上げたいと思います。

引き続き長岡委員長は大変な週になっているわけですが、
再来週、高知南さんが60周年の式典に参加していただいた
御礼ということで、お礼参りに13名の方でまいられるという
ことでございます。ぜひ、皆さま方に高知の方をご歓待いた
だければと思っております。ロータリーには友好クラブが３
カ所あるわけで、そこに折に触れて行っていただくというの
が非常にそれぞれの仲も深まるようでございますし、楽しい
のかなと思っております。今回橋本さんがデビューをされまし
て、いろんな洗礼を受けたようでございます。ぜひ機会があ
れば皆さんも、参加していただければなと思います。

私事になりますが、当社の有料老人ホームのベル宮町に勤
務している東海林大君が、９月15日にロンドンで行われたパ
ラの水泳の世界選手権で世界新を出し、金メダルを取って、
東京パラリンピックに内定をいたしました。200ｍ個人メド
レーということで、我々も喜んでおりますし、ぜひ会員の皆さ
まにもご声援をいただければなと思っております。

10月に入りますと、７日に指名委員会が行われます。指名
委員会が終わると肩の荷が４分の１ぐらい下りるのかなと思っ
ておりますが、ぜひ歴代会長の皆さまにはご出席を賜りまし
て、３年後の当クラブのリーダーをぜひ選んでいただければ
なと思います。

鈴木　浩司 会長会長挨拶

●ポール・ハリス・フェロー４回目ということで、武田元
裕さんに届いておりますので、会長よりお渡しいただきた
いと思います。
●山形イブニングロータリークラブから創立20周年記念
事業のお礼ということで来ておりますので、ご披露だけさ
せていただきます。
●10月７日午後６時半より指名委員会を開催いたします
ので、関係者の方はどうぞご参集いただきますようにお願
い申し上げます。
●10月11日になりますけども高知南ロータリー歓迎例会
を開催いたします。６時からなのですが、５時半に理事会
を開催させていただきますので、関係者の方はお忘れなき
ようよろしくお願いいたします。
●2800地区より山形ローターアクトクラブ設立に向けて
のお願いがございました。現在山形市内に一般型のロー
ターアクトクラブがないために新たに設立したいという趣
旨のお話でございました。当初は山形市内４クラブで共同
提唱しまして、最終的には山形市内7ロータリークラブ全
体で提唱するということでございます。当クラブとしまし
ては、９月２日の理事会に諮りまして、設立趣旨に賛同し
承認を得ましたので、ご報告だけさせていただきます。

海和　浩運 幹事幹事報告

本日の献立



　皆さん、こんにちは。米沢ロータリークラブのバヤルサイ
ハン・ウレムジです。モンゴルのウランバートル市から来まし
た。日本は4年目です。よろしくお願いします。
　私の家族は４人で、兄弟２人です。私は長男です。父親は
脳神経外科医で、母親が卒業生の７割が留学してるといわれ
てる高校の化学の先生でした。今は学校の管理者してます。
弟は小学校の５年生です。
　私は小学校の時、２回飛び級しました。高校を卒業したの
は15歳の時です。日本留学向けのコースを１年間通って、16
歳の時に出て、また日本に留学しようと思ったら「若すぎる」
と言われて、それでモンゴル国立大学に入学しました。半年
ぐらいモンゴル国立大学に通い、新モンゴル高校が日本語
学校、日本で通う機会を作っていただいて、17歳の時日本に
来ました。18歳の時に出て、山形大学に入学し、今３年生で
20歳です。
　日本に来て日本人から学ぶことが多くありました。例え
ば、日本人の几帳面なところです。私に足りないなというとこ
ろが几帳面さだったので、それは日本人から学びたいと思っ
て、がんばっています。逆に山形大学に入って思ったのは、日
本人と仲良くなるのはちょっと大変だなと思っています。今も
がんばっているので、いずれ仲良くなると思います。
　私は山形大学に１年生の時からカン先生の研究室に希望
していて、第１希望でカン先生の研究室に入ることができま
した。カン先生は人工知能や人間の脳について研究していま
す。将来、カン先生の研究室で人工知能の基礎を学んで、
東北大学に進学して、林部研究室に入ってニューロロボット
について研究しようと思ってます。なぜかと言うと、両親の
関係もあって、私もニューロ、脳についてちょっと興味があっ
て、それで入ろうと思っております。未来は日本とモンゴルの
研究所を作って、これで研究してカブリ賞かノーベル賞、どち
らかを取ることを目標としてます。
　私は１年生の時、JASSOという財団から奨学金をもらって、
２年生になって、その奨学金は１年間の奨学金だったんで、
２年生は奨学金なしでがんばっていました。自立したいという
気持ちがあって、両親から仕送りとかもらいたくないという気
持ちもあって自分でがんばっていたら、２年生の後期に１回体
をこわしてしまい、バイトや勉強ばっかりで充実した大学生
活を送れないなと思って、無理かもしれないけどがんばって
ロータリー奨学金を受けてみよう思いました。
　それで４月にロータリー奨学金に結果が出て、充実した大
学生活が送れるようになったと思って、４月に急に１コ上の先
輩から「サークルのリーダーになってくれませんか」というお
願いが来て、「じゃあ、やれと言われるならやります」と言っ
て、それで私は日本人ともっと関われるようになりました。
　半年ぐらいリーダーをやり、いろいろなことを学びました。
例えばラティーノの友だち２人できて、日本人の友だちも５人
か６人ぐらいできました。あと、中国の友だちもできました。
充実した大学生活を送っているなと自分で思ってます。

　最後になりますが、毎日勉強とバイトばっかりだった生活
から変わったのは、ロータリー奨学金のおかげです。私の留
学を支援してくださっているロータリーの方々に感謝を申し上
げます。米山記念奨学生として恥じないよう、現状に満足せ
ず、さまざまなことに挑戦し、学業面、生活面ともに実りの
ある将来目指してがんばります。

モンゴル出身
山形大学工学部３年
モンゴル出身
山形大学工学部３年

バヤルサイハン・ウレムジ さんバヤルサイハン・ウレムジ さん

交換留学生卓話

　皆さん、こんにちは。テーマは私と私の母国です。
　私の名前はコウ・キンです。中国語でフォンシン発音は、
それに研究室の皆さまの読み方はシンチャンです。これ「ク
レヨンしんちゃん」と同じ。
　私はハイセイクンネン沂南市に生まれました。2011年に
天津大学に入学しました。卒業後、セイガ大学に就職しまし
た。昨年の10月から山形大学工学部 物質化学工学科で勉強
しています。今、日本で１年３カ月ぐらい。来たときは、日本
語全然知らない。ごめんね、今日の日本語。
　私の出身地は山東省の沂南県。沂南県からセンテイ市ま
で、飛行機で多分３時間くらいかかります。沂南県はスイチョ
ウのカイゴウ16年に始まります。1400年の歴史があります。
中国の三国志時代の蜀の丞相、諸葛孔明。諸葛孔明の出身
県も沂南県です。諸葛孔明の１番有名なものは、多分、天下
三分の計。魏と呉と蜀の戦争を解き、この後、沂南県生ま
れた人が王羲之さん。王羲之さんは日本の奈良時代から多
分、奨励されて流行ります。これによって、ギシの処分を伺
うことができます。中国で多分、第１の商才と尊敬されるこ
の王羲之さん。あと、有名なのはリーディーサン。リーディー
は中国の小説で、四大奇書の1つである「水滸伝」の登場人
物。
　特別な飲食もあります。これ多分、沂南県だけ。大豆の
スープ。これ豆乳似てる。いろいろ野菜と別のもの入る。特
別なものは、これ、パンケーキに似てる。中国のおいしい食
べ物を記録しました。これはもうパンケーキ。でも、全然違
う。これ、パンケーキは二百何年前くらいに判明された中国
でチュウシュウセイスで、護国豊穣のために食べられます。あ
と、私の出身地は特別なパンケーキ。
　私の出身地のパンケーキのために、このもの作る。この
ポーダのために芋の帽子、この下の中で、このポーダあとこ
れ。ちょっとシュウシュウしてます。
　私の出身地の中で大人気のものは、多分ナマナキとトウバ
ンキョウを巻き込む食べ方。でも、私にとって１番おいしいの
は、お肉入って１番おいしい。これ、私のおすすめの食べ方
です。趣味が合う人、この会議の後、連絡してください。

中国出身
山形大学工学部  修士１年
中国出身
山形大学工学部  修士１年

コウ・キン さんコウ・キン さん



委員会報告
長岡　　勲 委員長友好クラブ委員会

職業交流委員会

　高知の来訪の日程が正式に決まりました。10月11日・12日
の１泊２日で13名が見えられるということでございます。こち
らの方は、まず変更例会、そのあと歓迎懇親会、それから２
次会、それから翌日は芋煮・観光組とゴルフ組に分かれて対
応することになっております。まだ我々の準備も進んでいなく
て、芋煮会の場所等もまだ決定してない状況なんですけれど
も、今日明日中に決定してお知らせできるんじゃないかなと
思っております。
　高知に行きますと、これでもかというぐらいの接待を受け
るので、そこまではいかないまでにしても、山形らしいおもて
なしをして、気持ち良く帰っていただこうかなと思ってますの
で、よろしくご協力のほどお願いします。

　先日行われました、秋の球風会ゴルフコンペの報告と御礼
ということでさせていただきます。23日に、山形ゴルフクラブ
で開催されました。台風の近づく中、非常に天候が心配され
たんですけれども、スタートしてすぐにはもう秋晴れの素晴ら
しい天気の中でゴルフコンペが開催されました。15名の方に
参加をいただきまして、優勝されたのは三浦達雄さん、準優
勝が高嶋俊幸さんです。ベスグロが伊庭さんでした。夜は非
常にまた楽しい懇親会をして大いに盛り上がりましたのでご報
告をさせていただきます。
　また来週に、10月６日に山形市内７ロータリークラブの親
善ゴルフコンペが開催されます。当クラブからは16名がエン
トリーをしていただいております。ありがとうございます。ぜ

　皆さん、おはようございます。私は中国から来ましたコウ・
シンと申します。今は東北芸術工科大学院生1年です。勉強
している専門は、東洋絵画保存修復です。
　今月の13日、金曜日は中国にとってすごく特別な日です。
この日は中国の伝統的な祝日の中秋です。多分ご存知してい
る方もいらっしゃっていると思いますが、中国人は毎年この日
に家族と一緒に月見を行います。月見の時、家族と一緒に月
餅と呼ばれている伝統的な食べ物を食べながら一緒にきれい
な月を見て、すごく団らんな日です。
　しかし今年は、私は家族と団らんできませんでした。なぜ
なら私の大好きなおじいちゃんが８月に、あの世に行きまし
た。小さい頃から私は、神話に関する物語が大好きです。例
えば月の中にはうさぎとかあって、カエリがあって、多分皆さ
んもこの物語を聞いたことがあると思いますけど、私はこれ
らのおもしろい物語は全部おじいちゃんから聞かせられてい
ました。
　記憶があるのは、私が小さい頃、両親はすごく忙しかった
感じです。お父さんは基本的に毎日フラフラしてて、お母さん
は中学の教師で、毎日の通勤時間は１時間以上、すごく大変
疲れてました。なので私は小さい頃、毎日おじいちゃんの家
に住んでいて、おじいちゃんのお世話になっていました。
　１番好きなことは、夏の夜になると私とおじいちゃんはいつ
もベッドに寝ながら星、外の空を見てるということが１番好き
でした。これはやはり20年前の中国なので、今とはだいぶ別
の感じですよね。そんなに発展してないので、降雨汚染とか
ありませんでした。あの時の空はすごくきれいでした。星とか
月とかすごくはっきり見えました。
　あの時は夏の涼しい風を感じて、このようなおもしろい物
語を聞いて、すごく楽しみな日々を過ごしました。ストーリー
のほかに、私のおじいちゃんはすごく手作りの料理が上手で
した。毎年の春節の時、この日もみんな楽しみな日で、おじ
いちゃんは１人で10人家族の料理を作りました。すごいなと
思った自分のおじいちゃんです。
　小さい頃好きなもう１つの活動は、ふるさとの大きな広場
の中でおじいちゃんと一緒に凧を上げるということです。私は
凧を上げて、おじいちゃんは隣に住んでるほかの人たちと一
緒に雑談したり、私の世話したりしました。
　夏になると、家の中はすごく暑くなりますよね。小さい頃、
そんなに裕福な家族ではないので、扇風機などありません
でした。なので、１番好きなのは広場に寝るということでし
た。毎日おじいちゃんはゴザと将棋を持って私と一緒に広場
に行って遊びました。大体８時に、私はすごく眠くて、すぐに
１人でこのゴザに寝てしまって、次の日に目を覚ますと、もう
すでにおじいちゃんの家にいました。これは私にとって全部
幸せな日常です。
　しかし、この幸せな日常はもうなくなりました。私は彼の１
番大きな孫として、ひとりっ子なので、１番かわいがられてる
孫としておじいちゃんの最期の時、彼のそばにいませんでし
た。本当に残念です。葬式も出席できずに本当に親孝行全
然できていない私、すごく悔しいと思いました。

　しかし、今この話をしてるの、ただ懐かしいと話をしたくな
いです。１番言いたいのは、やはり時間というものですね。
The scene the time keeps going faster.　この意味は、
時間の流れはどんどんどんどん早くなるという感じです。
　私たちは生まれている時、時間の流れをあまり感じてない
と思いますよね。周りの世界は私たちとあまり関係ないとい
う感情があると思います。私たちはまだ赤ちゃんなので、周
りに見えていることだけ感じています。例えば太陽が昇った
り、月が昇ったりということだけだと思います。
　私は子どもの時、おじいちゃんは生まれてからおじいちゃ
んだというばかばかしいような思いがありました。小さい頃
の日々はやはり垣根がない夏休みのようなんですよね。しか
し、この時間が永遠に存在していて、周りの人物は変わると
いうことを知りました。私はもう25歳になりましたが、今私は
十分この時間の流れを理解していました。私のおじいちゃん
の時間はもう常に永遠にこの時に止まりました。私の両親の
時間は、毎日サークルみたいな感じですよね。毎日同じこと
をやって、同じ話をして、この時間をずっと繰り返して私のた
めに毎日働いてお金をかせいでいます。
　しかし、私は決してそうではありません。私にとっては、皆
さまにとっては、この時間はらせん状ですよね。毎日見て、
多分ほぼ同じことを繰り返しましたけど、絶対にずっと残して
います。
　私も自分のこの限りのある時間を利用して、限りがない
可能性を作り出したいです。Life is a lot,but life is slow.
What I need is to do it,try it.　ありがとうございました。

中国出身
東北芸術工科大学  修士２年
中国出身
東北芸術工科大学  修士２年

コウ・シン さんコウ・シン さん



〈 9 月 30 日 〉
鈴木浩司会長／１．金沢西クラブ 55 周年に参加し、大変な
歓待を受けました。２．地区の米山の田中委員長と米山奨
学生を迎えて。3．当社ベル宮町の社員である東海林大君、
パラ世界選手権で金メダル。東京パラオリンピック 200m 個
人メドレー出場内定したという事でニコニコします。
佐藤章夫さん／金沢西ロータリークラブおもてなし。
心からのおもてなしに、感謝、感激、楽しい旅でした。
東海林健登さん／金沢西ロータリー 55 周年に参加して。
鈴木会長、海和幹事、芦野会計をはじめ、多数のメンバーが
参加し、金沢西ロータリー 55 周年を盛会に終了する事がで
きました。皆様ご苦労様でした。
三浦達雄さん／球風会ゴルフコンペ。
球風会初参加で初優勝できたのでニコニコします。
伊庭公也さん／球風会にて。
9 月 23 日、台風の影響が予想される中、暑いぐらいの陽気
で球風会が行われました。早朝からの練習会で体もほぐれ、
ベスグロを頂きました。ありがとうございました。今週末の 7
ロータリークラブゴルフ大会も貢献できるよう頑張ります。
高嶋俊幸さん／球風会お疲れ様でした。
台風の影響もなく、ベストコンディションでプレーさせていた
だきました。今年は 7 ロータリーコンペと山形まるごとマラソ
ン大会が同日開催ということで、山形まるごとマラソンを走る

（歩く）ことができないのが残念ですが、来年は重ならない
ことを祈りつつ、7 ロータリーコンペ頑張ります。
佐藤啓さん／球風会ゴルフコンペ御礼。
秋の球風会ゴルフコンペが無事に終了いたしました。皆様に
感謝御礼申し上げます
球風会／球風会ゴルフコンペでたくさんニコニコ集まりました。
インコース 11 番のニコニコホールで、ワンオンした方しない
方よりたくさんのニコニコをいただきました。

ニコニコBOX

会員総数 出席会員数 会員総数 出席義務会員数 出席会員数 出席率

本日出席（9/30） 94名 59名 修正出席（9/2） 94名 85名 81名 95.29％

メークアップ
された会員

＜本日出席・修正出席＞

（山形中央）中山　眞一、酒井　啓孝、木村　　孝、横山　隆太、橋本　徳光、武田　博 、原田　久雄、清野　伸昭
　　　　　小林　廣之、長澤　裕二

ひ２連覇に向けて、頑張って参加してまいりたいと思います。
優勝した暁には盛大に祝賀会を開催したいと考えております
ので、ご参加の方、どうぞよろしくお願いします。またエント
リーされた方には事務局のほうより組み合わせ・時間等の連
絡のメールがいきますので、よろしくお願いします。

松原　　洋 委員長

角田　　健 委員

青少年委員会

親睦・家族委員会

　９月５日に行われました、第71回東南村山地区中学校・高
等学校弁論大会について、事務局よりお礼のお手紙を先般９
月26日にいただきましたのでご報告申し上げます。
「山形西ロータリークラブ会長鈴木浩司様　御礼　この度
の英語弁論大会では、入賞者への副賞をご支援いただきま
して、誠にありがとうございました。また、ご多用中にもかか
わらず、貴重な時間を割いて会長鈴木浩司様にお越しいただ
き、重ねて御礼申し上げます。貴ロータリークラブのご支援
のおかげをもちまして、本大会を成功裏に終えることができま
した。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上
げます。末筆ながら貴殿のますますのご発展を心よりお祈り
申し上げます。山形県英語教育研究会東南村山支部支部長
サトウマサトシ」

　会員の方が７名、奥様が３名、10月に誕生日を迎えられま
す。おめでとうございます。

酒田ロータリークラブ
創立60周年記念式典金沢西ロータリークラブ55周年

優勝　三浦達雄　69.6
２位　高嶋俊幸　70.0
３位　五十嵐信　72.2
ベストグロススコア　伊庭公也

球風会球風会


