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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 967 回(10 月 15 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ
卓話講師
※出席報告
会員数
34 名

栗原憲司会長
我らの生業
江原君、古谷君
米山奨学生(世話クラブ入間 RC)
スヘバートル・ジャウフラント様
出席者数
29 名

出席率
83.33％

前回修正
81.25％

パスト会長の時間
古谷

博パスト会長

[入会推薦者紹介]
古谷会員増強委員長
佐々木靖様ですが、お父様の後を引き継いで、
平成 14 年より司法書士の事務所をされておりま
す。非常にまじめで温厚な方で、今日の雰囲気で
入会を決めて頂けるとのことです。皆様宜しくお
願い致します。来月 5 日辺りに入会セレモニーが
出来れば良いなと思っております。
また会員拡大ですが、私一人ではなかなか 5 名拡
大するのは大変です。一人一人の力によるところ
が多いと思いますので、どなたか知っている方で
入会できそうな方がいらっしゃいましたら、私に
言って頂いても、個人的に進めて頂いても良いで
すので、皆様の力をお借りしたく、宜しくお願い
致します。
パスト会長の話
私事ですが、家では家
の食材の 80%を買い出し
に行ったり、
月に 1 回位、
道の駅に買い出しに行き
ます。道の駅についてお
話させて頂きますと、JA
では今、まだ非公式なの
ですが、赤坂の森の手前
に、数年前から「元気村」の計画がありました。
狭山市と JA と共同で進めており、
「道の駅」にし
ようという動きもありましたが、なかなか市の予

算や状況が難しいということで、2 年ほど前から
JA だけで進めることになりました。農協には理事
会という組織がありますが、JA いるま野の組織は
非常に大きく、日本全国で 7 番目となります。こ
の非常に広いエリアで、小型直売所を 5 つ作ろう
という構想があり、1 つは日高中央に、2 つ目が川
越、3 つ目がふじみ野市、そして今回 4 つ目とな
りますが、規模としては一番大きなものを作る予
定だそうです。川越やふじみ野市の近くは非常に
人口が多く、特にふじみ野の直売所はスーパーの
すぐ隣という、繁華街の非常に条件の良い所にあ
り、年間 3 億円位を販売しております。川越も約
3 億円、そして日高中央が 5 億円位ですが、今度
狭山にできるものは 7 億円を目標としており、こ
れはざっと計算すると 1 日 200 万円の売り上げが
必要となります。理事会では色々な意見が出まし
て、なかなか難しかったのですが、いよいよ平成
26 年 10 月にオープンする予定です。それに関連
致しまして、日経ビジネスの特集を引用しながら
お話をさせて頂きます。
宇宙から日本列島の夜景を眺めると、都市部は
光り輝いている一方、山間部や人口が少ない地方
は暗闇に包まれている。全国で 1000 ヵ所を超え
る｢道の駅｣のほとんどは、この光の見えない所に
集中している。いずれの地域も少子高齢化、地元
産業の衰退、雇用の減少などに苦しんでいる。悩
める地方の“希望の光”となっているのが「道の
駅」だ。「道の駅」は国の制度を利用するものの、
誰かに押付けられて建てた施設ではない。
国土交通省は、登録制度を作っただけ。駅長や市
町村関係者の『地域を元気にさせたい』という思
いが、道の駅を成功させた。
国道沿いなどに設けられている｢道の駅｣が 20
年を迎え、1000 ヵ所を超えた。国土交通省の所管
で無料駐車場やトイレ、物販、飲食などを提供す
る施設だ。地場の新鮮な農産物や海産物などを目
当てに、年間延べ 5 億人もの人が訪れる。イオン
やセブンイレブンも出店を避ける過疎化が中心で
あり、売上高は 3500 億円。ファミリーマートや
ニトリの連結売上高に匹敵する。

｢道の駅｣が出店してきたのは、百貨店、食品ス
ーパーや外食チェーン、コンビニエンスストアも
商圏と見なしていなかった地域が大半である。
『高速道路にはサービスエリアがあるのだから、
一般道路沿いにも休憩施設が欲しい』20 年前、道
の駅はそんな発想から生まれた。形態は｢公設民
営｣が一般的だ。自治体が土地を確保して、施設を
建てる。通常は第 3 セクターや民間企業が、指定
管理者として施設の運営を担う現場責任者である
駅長は、公募などで選ぶ民間出身の人材が多い。
国土交通省が所管する施設であり、開設後に補助
金で運営を支えてもらうことはできない。道路標
識や地図で紹介されるので、一定の集客は見込め
るが、そのチャンスをどう生かすかは、道の駅の
アイデア次第だ。各駅長や自治体にとって腕の見
せ所となる。実際道の駅の進化は千差万別である。
地域の住民が自ら手を挙げて、道の駅を立ち上げ、
地元の生産者や加工業者を巻き込みながら、地域
経済の活性化に突き進んできた。それぞれの事業
規模は、数億〜数十億円程度だが、人口が少ない
市町村では、雇用や所得増を含めた波及効果が極
めて大きい。
｢道の駅モデル｣こそ、地盤沈下の止まらない日
本の地方を再生する切り札になると考える。

幹事報告
1.
2.
3.
4.
5.

宮野幹事

第 31 回合同奉仕活動開催について
米山記念奨学、9 月寄付金の傾向について
例会変更 狭山ＲＣ 飯能ＲＣ
受贈会報 飯能ＲＣ 入間南ＲＣ 入間ＲＣ
回 覧 物 ハイライト米山 163 号

委員会報告
Ｒ情報・雑誌) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 片山委員長)
皆さんに少しお聞きしたいことがございます。
東京に銀座がありますが、地方にも銀座通りがご
ざいます。東京の場合は地域名ですが、地方の場
合は商店街の名前をとっております。昔の人はよ
く｢銀ブラ｣と使いましたが、皆さんは銀ブラとは
どのような意味だと思っていますか。私はそれを
銀座をぶらぶら歩くことだと理解しておりました
が、実際はそうではなく、｢銀座に行って、ブラジ
ル製のコーヒーを飲んで帰ること」が正しい意味
だそうです。
今月は職業奉仕月間になっております。
横組みの 8 頁~.13 頁までに各々のロータリアン
が投稿したものが載っております。これは非常に
参考になりますので、是非熟読をして下さい。
縦組み 4 頁には「絶えたるを継ぎ廃れたるを興
す」と書かれておりますが、太平記に載っている
そうです。私が説明するよりも、非常に良いこと
が載っておりますので、これは一度必ず読んで頂

きたいと思います。そして非常に写真が多いので
すが、良く見て頂ければ、参考になるのではない
かと思います。

「地球一周旅行を終えて」
田中会員
約 3 ヶ月に及ぶ欠席、申
し訳ありませんでした。
長いお話をしたいのです
が、3 分でという事ですの
で、掻い摘んでお話させて
頂きます。
私は初めて、海外のヨー
ロッパそして中近東に行
って参りましたが、非常に
珍しいことばかりでした。見るのと聞くのではえ
らい違いだということを実感致しました。写真を
約 3000 枚撮りましたので、これを整理して、部
分的にお話させて頂きたいと思います。
まず 1 つ、海の色というのは、私の認識では全
て一緒だと思っておりましたが、東シナ海、イン
ド洋、大西洋、地中海、エーゲ海、その他色が全
て違うということがわかりました。色の濃淡、そ
れからグリーン、或いは濃紺ということが初めて
分り、そして当たり前のことですが、海が全て繋
がっているのだと分りました。
乗っていたパッセンジャーには、ご夫婦、女性
1 人、男性 1 人、友人同士等、色々な方が乗って
おりましたが、10 日に 1 回程交流会がありまして、
文化の違いなどをお話しする場を持ち、有意義な
船旅だったと思っております。また私が非常に珍
しいと思ったのは、今まで私も趣味の一つが旅行
だったので、年に数回海外に行き、時差というも
のが非常に気になっておりましたが、今回 3 ヶ月
というクルーズの中で、時差を調整していきまし
たが、最後に日本に着いた時、日付変更線を通っ
た時に実際に 0 になりました。すると 9 月 30 日
から 10 月 1 日という時が無くなってしまい、突然
10 月 2 日なってしまったのです。どうしても理解
できず、良く説明を聞きましたら、結局 1 日進め
たり遅らせたりしながら 3 ヶ月の間調整をし、最
後につじつまがピタッと合うように、ちょうど日
本の時間に戻ってきたのだという体験を致しまし
た。そして危険だということが 1 つありました。
インド洋を航海中にソマリアの海賊対策として、1
週間窓という窓を全て塞がれました。夜は一切光
が外に漏れないように、デッキの上も全て真っ暗
でした。その時に、真っ暗な海上での星空がこれ
ほどきれいなものなのだということを、恐らく沢
山の人が実感したのではないかと思います。真っ
暗で本当に 10 ㎝先が見えないような状態なので
すが、星がキラキラと本当に輝いておりました。
これは海の上でなければ見えないと、海賊のおか
げだと皆冗談を言っておりましたが、1 週間、本
当に緊張をしておりました。前と後ろ、約 1km の
ところに日本の自衛官が護衛艦として付いてきま

して、無事に何事もなく通ることができました。
ヨーロッパについては、また整理してからお話
したいと思っておりますが、ツアーはとっても有
意義でした。そして中南米、ジャマイカやエルサ
ルバドル、エルサルバドルは内戦後間もないとい
うことで少し緊張致しました。
また追って、お話させて頂きたいと思います。

「外来卓話」・・・・・・・・・
≪講師紹介≫
宮野幹事
今日は米山記念奨学生のスヘバートル・ジャウ
フラントさんをお呼びしております。スヘバート
ルさんはお父さんの名前で、彼女の名前はジャウ
フラントさんなのですが、米山の間では一番上の
“ジ”と一番下の“ト”を取って“ジトちゃん”
と呼ばれているようです。インドの方やモンゴル、
ベトナムの方はお名前が覚えづらく、私たち地区
の役員でも、１年間最後まできちんとしたお名前
を呼べないことが多く、申し訳ない思いをしてお
ります。
今年度の米山奨学生は、男子 7 名、女子 11 名の
18 名で、内訳は中国の方が 7 名、韓国の方が 6 名、
台湾、ベトナムの方が 2 名ずつ、モンゴルの方が
1 名です。彼女はそのたった一人のモンゴルの方
ですが、10 月の米山奨学生の卓話月間で、各クラ
ブからこの方を派遣して下さいという要望があり、
委員長がその要望になるべく応えるようにしてお
りますが、彼女は一番人気でして、当クラブも含
めて 5 件卓話に行っております。大概 1~2 件とい
う場合が多いようですが、今日は 4 回目というこ
とです。宜しくお願い致します。

米山奨学生( 世話クラブ入間ＲＣ )
スヘバートル・ジャウフラント様

西武文理大学・サービス経営学部 4 年生、スヘ
バートル・ジャウフラントと申します。皆さん“ジ
ト”と呼んで下さい。モンゴルのダルハンという
ところから来ました。皆さんもモンゴルに何度か
いらしていると伺い、とても嬉しく思っておりま
す。
モンゴルの首都はウランバートルですが、私が
生まれ育ったところは、ウランバートルから北へ
車で 3 時間程行った所になります。本日は皆さん

に私の夢、自己紹介、そしてモンゴルについて少
しお話させて頂きたいと思います。
まず私が日本に来たきっかけですが、小さい時
から母と 2 人で住んでいて、学校の勉強以外にす
ることがなく、家で 1 人で過ごす時間がほとんど
でした。そんなとき、母が 1 冊の雑誌を持ってき
ました。その雑誌には｢日本について知ろう｣とい
記事があり、初級レベルの日本語、ひらがな、カ
タカナ、簡単な数字などが載っておりました。そ
れがとても面白く、覚えてみようと独学で日本語
を勉強し始めました。当時 16 歳の中学生でしたの
で、高校生になってから日本語教室に通うことに
なり、日本語を勉強し始めて 2 年目で、モンゴル
全国日本語テストに優勝し、そして日本に 2 週間
滞在する機会を頂きました。
交流プログラムで大阪に行きましたが、世界 24
か国の学生たちと交流を深め、日本の観光地を巡
りながら日本の文化に触れ、日本の高校生との交
流もあり、とても充実した 2 週間だったと思って
います。思い出に残っていることは、大阪で高校
生と一緒に観光する 1 日があり、大阪の難波を歩
き、たこ焼きを買って食べました。たこ焼きはモ
ンゴルにはありませんので、とても熱くて、フニ
ャフニャしていて、これは食べられないと思い、
当時もそんなに日本語が上手く話せませんでした
ので、日本人学生に「これもらいたいの」と、
「こ
れは食べられないから、どうぞ食べて下さい」と
いう気持ちで言いましたが、勿論通じず、恥ずか
しくて全部一人で食べた覚えがあります。そして
その時に一番私が感じたことは、日本の産業、小
売業、交通がとても進歩しており、モンゴルはな
ぜまだ発展途上のままでいるのかという疑問でし
た。そんな私は日本のサービスが一番だと思い、
そして、日本のおもてなしのサービスをモンゴル
にも搬出できないかと、新たな夢ができました。
当時思ったのは、モンゴルのサービスを変えよう、
向上させようということでした。
高校卒業後、18 歳の時に日本に留学することを
決め、1 人で日本へ来ました。私の家庭はそんな
に裕福ではなかったので、当時財布には 5000 円
しかありませんでした。今では「5000 円しか」と
言えますが、当時は「5000 円も入っている」とい
う嬉しさもありました。幸運なことに、大阪には
従兄弟のお兄さんが住んでおり、しばらくお世話
になることになりました。日本語学校に 1 年通い、
合間にアルバイトをしながら、生計を立てていま
した。大阪のお兄さんの所には 1 ヶ月お世話にな
り、アルバイトを始めたので一人暮らしを始め、
当時留学生は 1 週間・28 時間アルバイトをする時
間がありましたので、1 ヶ月 7~8 万円位の給料を
もらっていました。4.5 畳の小さな部屋で、夏もク
ーラーをつけずに我慢して、汗を流しながら生活
しておりました。
そんなことで 1 年が過ぎ、日本語学校を卒業し
てから、大阪のホスピタリティツーリズム専門学
校に入学しました。私の夢はモンゴルにサービス

教育センターを作ることなので、日本のサービス
を勉強しようと、ホテル、観光、ブライダルの学
校を選びました。実際にホテルでの研修を通して、
人と接することの大切さが分りました。
将来サービス教育センターをモンゴルに建てる
には、専門学校の技術、知識だけでは足りないと
思い、大学に入学することを決めました。専門学
校卒業後、2 月でしたので、大学の入試もほとん
ど終わっており少し焦っていたところに、西武文
理大学を見つけました。この大学を選んだ理由は、
勿論、経営経済のノウハウを知る事ができること、
またホテル、サービスについても勉強できるとい
うことです。
何となく始めた日本語でしたが、だんだん大き
な夢になり、そしてモンゴルを変えようという思
いにもなり、今日々努力しております。そして大
学に入ってからは、ロータリーの皆さんとも出会
い、とてもよかったと思っています。皆さんは色々
な職業をされているということ、私の視野も広が
ったのではないかと思っています。
私は、旅行や観光が好きで、写真を撮りながら
の一人旅もしております。皆さんから頂いた奨学
金を貯めて、8 万円で一眼レフを買いました。今
年の夏は、私にとってとても充実した夏休みにな
ったのではないかと思っています。観光が好きな
私は、日本の世界遺産を巡りたいという思いもあ
りましたし、米山研修旅行で地区の皆さんと一緒
に富士山にも行きました。富士山も世界遺産に登
録されておりますし、生憎の雨でしたが、とても
気持ちがすっきりと致しました。
ここで、モンゴルについて紹介したいと思いま
す。モンゴルと言えば、皆さん相撲で有名な朝青
龍と白鵬はご存知だと思いますが、モンゴル自体
はあまり知られておらず、日本の学生から「学校
があるのですか？」、
「建物はあるのですか？」、
「学
校まで馬で行くのですか？」ということを良く聞
かれます。遊牧民族というイメージが強いと思い
ますが、ウランバートル、ダルハンは普通に建物
があり、車が走っている「都会」だと思います。
モンゴルの食事といえば、海がありませんので、
皆さんのように魚は食べられません。刺身が好き
な私にとってはとても残念です。食文化にはロシ
アと中国の影響がありまして、日常よく、例えば
ロシアのボルシチ、ピロシキ、中国の小龍包や肉
まんなどを食べています。私のお薦めとしては、
馬乳酒、馬乳を発酵させてできたお酒ですが、こ
れは子供でも飲むことができ、わかり易く言えば、
韓国のマッコリに似たような感じのものです。
モンゴルは 18 歳で成人式がありますが、18 歳
で日本に来た私は、大人になったと思っておりま
したが、日本は 20 歳からで、まだまだ子供でいら
れる時間もあり、嬉しく思っていました。日本で
20 歳を迎えて、大人になった責任感も感じており
ます。
皆さんご存知かと思いますが、モンゴルは日本
の 4 倍の面積がありますが、人口は少なく約 280

万人です。これは日本の京都府の人口並と言われ
ております。280 万人の約半分近くがウランバー
トルに住んでおり、これは何故かと言いますと、
モンゴルの天候が非常に不安定で一年中乾燥して
いるため、遊牧民族は牧畜を辞めて、仕事を求め、
都会に出てきているからです。私も初めはホトロ
という小さな町で産まれましたが、母の仕事の関
係で、小学生のときにダルハンに移住しました。
ダルハンというところは、ウランバートルから
北に進んだところですが、冬は非常に寒く、もう
初雪が降ったそうです。一番寒いときは−40℃近
くになり、雪も沢山降ります。日本に来て、専門
学生の時に、12 月の北海道に旅行に行ったことが
ありますが、そこで雪を見てとても喜びました。
札幌はウランバートルに少し似ていて、とても懐
かしい気持ちもありました。そしてよく、
「中国語
は話せますか？」と聞かれます。モンゴルは今独
立してモンゴル語を話しており、中国とは全く別
です。そして中国の中にも、内モンゴルというモ
ンゴル族がおりますが、内モンゴルとも違い、モ
ンゴル国という独立した国です。モンゴル語は今、
ロシアのキリル文字を使っておりますが、昔は、
今、内モンゴルで使っている縦文字・ウルゴル字
を使っておりました。母もウルゴル字の教師をし
ておりましたが、今は学校を辞めて、ウルゴル字
のセンター（小さな塾）を建てました。
モンゴルの教育は、以前は 4・4・2 でした。私
が卒業した 2008 年~2009 年の時に、日本と同じ
ように 6・3・3 というシステムになりました。母
は 4・4・2 の教育を受けており、当時の人は現在
のロシア語の勉強をしておりました。私も教育シ
ステムがちょうど変更となる時期でしたので、ロ
シア語も 1 年勉強し、ウルゴル文字も勉強したり
と混乱な教育でした。母はロシア語も話し、そし
てウルゴル字も知っているので、うらやましく思
います。
モンゴルの通貨はトゥグルグと言って、今です
と 1 円辺り 15 トゥグルグです。わかり易く言いま
すと、ペットボトル 2,500 トゥグルグで、120 円
位となり、物価は日本とはさほど変わりません。
しかし給料が比較的に安いため、貧困が問題とな
っています。その一方、近年では天然資源を目的
に、外国からの支援も活発化しております。しか
しまだまだモンゴルの経済は、これから成長して
いくのではないかと思っています。国の将来は若
者、私たちの手の中にあると思っておりますので、
これから期待して頂きたいと思っています。

《 質問 》
・就職は決まりましたか
お陰様で所沢に事務所を置いている、建設会社
に内定を頂きました。なぜサービスを目指してい
る人が建設会社かと思うかもしれませんが、社長
さんの奥さんがモンゴルの方で、社長さんもモン
ゴルで小さな会社をされております。また日本モ

ンゴル経済文化という NPO もされており、そこ
の通訳と翻訳の仕事で内定を頂きました。社長さ
んは、日本とモンゴルの文化交流を深めていきた
いという思いでされているとのこと、モンゴル人
の学生を日本に招待し、文化や教育に触れさせた
いとの思いで、私の夢と近いのではないかと思い、
就職を決めました。
・冬はどうしているのですか
冬は−38℃ありますが、学校は休みとはならず、
皆寒くても頑張って通います。日本ではエアコン
や暖房がありますけれど、モンゴルは集団暖房と
いう、国がお湯を流しているものがありますが、
ほとんど冬は家にこもっています。外はとても寒
く、感覚が無くなってしまいます。
学校は日本と違い新学期が 9 月から始まり、6
月で終わります。夏休みは 3 ヵ月間あります。
・遊牧民族が少なくなっていますか
牧畜をやめて都会に来ているとお話しましたが、
今遊牧民族は非常に少なくなってきております。
とても寒いので、馬や牛が死んでしまう状況にも
りますし、遊牧民族は皆ウランバートルに行って
しまいました。観光のために、モンゴルの白い丸
いテントを建てて使っておりますが、極僅かな人
たちがその中で遊牧民族として暮らしています。
冬の間は山の奥などに移動しており、テントは移
動しやすくなっておりますので、1 年中暖かい所、
涼しい所を探しながら、移住しております。
・モンゴルの軍隊はどのような組織ですか
モンゴルは 18 歳になったとき、男性に義務とし
て軍隊入隊の知らせが国から届きます。大学に進
学や留学する人は、延長という形になっておりま
すが、基本的には義務として 18 歳から 2 年間、軍
隊に行かされます。女性は行きません。

栗原(憲)君 米山奨学生・スヘバートル・ジャウフ
ラント様、ようこそお出で下さいました。
卓話よろしくお願い致します。
宮野君 今日は、米山記念奨学生・ジトさんよう
こそお出で頂きました。卓話楽しみにし
ています。
江原君 米山奨学生・スヘバートル・ジャウフラ
ント様、本日の卓話を大変楽しみにして
おります。私共狭山中央ＲＣもモンゴル
国とは縁が深いクラブですので、より以
上の親しみがあります。今日は一日よろ
しくお願い致します。
浜野君 続けてお休みしました。
稲見君 スヘバートル・ジャウフラントさん、卓
話楽しみです。モンゴルは植樹で当クラ
ブは頑張っています。
寳積君 フリマーは、晴れです。よろしくお願い
します。
栗原(成)君 古谷パスト会長、会長に時間ありがと
う。佐々木司法書士様、入会お待ちして
います。スヘバートル・ジャウフラント
様、卓話楽しみです。
沼崎君 9 月から連続例会を欠席したこと、続き
来週のフリーマーケットも不参加です。
誠に申し訳ありませんが、個人的には非
常に元気です。
吉川君 相変わらずお休みばかりで申し訳ありま
せん。出席できない切なさはありま
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栗原会長あいさつ)
皆さんお早うございます。
今日は、朝少し雨がちらつきましたが、どうに
か持ちそうですので、フリーマーケット一日よろ
しくお願い致します。

10：00〜14：00

（於）大生病院駐車場

)
)
佐藤社会奉仕委員長あいさつ)
お早うございます。
昨日の準備から皆さんご苦労様です。天気もな
んとか持ちますので、一日頑張って行きましょう。
その後、慰労会もありますので、よろしくお願い
致します。

フリーマーケット開催のごあいさつ)
大生病院理事長 寳積克彦様
皆さんおはようござ
います。
当医院では、市内の幼
稚園と狭山中央ＲＣ事
務局の協力を得まして、
ペットボトルの再利用
に力を入れています。ペ
ットボトルのキャップ
を集めて、リサイクルが
出来るようにということで運動を行っています。
この５年間で、ポリオワクチンにして、25,000
人分を発展途上国に送ったり、毎年杉の木にす
ると約 1,000 本以上の二酸化酸素の排出を抑え
て、地球温暖化を少しは抑えようと努めていま
す。
医療法人尚寿会は、地域医療に固執していま
す。地域交流というのが、フリーマーケットの
大きな目的の一つでもあります。
また、今年は｢女川町｣とありますが、3・11
の東北の大震災で被災された、宮城県の原発の
ある女川町の復興の支援をしております。私た
ちの職員もたくさん今でもボランティアで現地
に行っていますが、女川町からいろんな物産が
来ていますので、それを買って復興に力を入れ
て行きたいと思います。そういった主旨を頭に
入れて、フィリーマーケットを楽しんで頂きた
いと思います
今年も狭山中央ＲＣの社会奉仕の皆さんに後
援を受けています。
それではフリーマーケットを始めます。

次回例会

例会臨時変更

１１月１２日(火)〜１３日(水)
家族同伴親睦旅行
四万温泉

