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本日の行事予定 (2015 年 6 月 12 日) 

第 3018 回例会 
卓話担当：前田昭生君 

演  題：「今が“幸せ”です 

      ―怪我と病気の遍歴―」 

 
 先回の記録（例会） 

第 3017 回 ’15 年 6 月 5 日（金）晴れ 

≪ロータリー親睦活動月間≫ 
卓話担当：親睦活動委員長 稲垣宏高君 
講  師：2015学年度米山奨学生 

   ボルドバートル・ハンドさん 
演  題：「モンゴル国について」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 

ソングリーダー  加藤則之君 

ゲ ス ト 2015学年度米山奨学生 
       ボルドバートル・ハンドさん 

会 員 総 数  67名   5月 8日例会分訂正 

出席免除会員  20名   欠 席 会 員    12名 

本日出席会員  52名   MAKEUP 会 員      7名 

本日の出席率 77.61％ 訂正出席 率  96.88％ 

超 過 出 席 猪飼充利君（第 2回地区内社会奉

仕委員長会議）、三谷栄一君、伊藤幸蔵君、山本

達彦君、宅見康悦君、浅井彦治君、田中正明君、

服部貴君、猪飼充利君、山田勝弘君、寺島淳一君、

堀田力男君、幅辰雄君、伊藤哲朗君、稲垣宏高君、

大河内勝彦君、篠田廣君、伊藤基君、高木輝和君、

吉田康裕君、加藤則之君（第 2回次年度役員理事

委員長会議）  

 
会長挨拶 

安江正博会長 

「人間、品行が悪くて

もいい。品行は直るが品

性は直らない」と言いま

す。 

子供の頃、手のつけら

れない悪ガキで、このま

まいったら将来が恐ろし

いと大人が心配していたような問題児が、立派な

紳士になっていたりする。そういう人間は品行が

悪くても、品性は卑しくはなかったのです。 

 以前流行した「ちょいワルオヤジ」というのは、

品行がちょっとアブナイ不良中年のことを指す

が、品性下劣でないことが絶対条件です。品性が

悪くて、品行も悪ければ、それはもう立派なロク

デナシです。 

 世の中の多くの人は、人を評価するとき品行で

見ることが多い。品行は表に現れるから、誰でも

すぐわかります。毎日毎日飲んだくれて午前様で

帰宅する亭主を、品行方正と見る人間はいません。

女遊びに狂っている男の品行も悪い。だが、品性

の方はちょっとわかりにくい。 

 以前、テレビによく出ていた経済学者が女子高

生のスカートの中を見ようとして捕まった。有罪

判決を受けたが、彼自身は「冤罪」を主張してい

た。なかには「冤罪かも」と思った人もいたよう

だが、今度は電車の中で女子高生の体を触ってま

た捕まり、とうとうその正体を暴露してしまった。 

彼は性懲りもなく「警察の陰謀だ」などとわめ

いていたそうですが、見た目は紳士で弁もたつか

ら普通にしていれば、とてもそんなことをする人

には見えない。事実、最初の時は彼の冤罪を信じ

て、客員教授として迎え入れた大学もあったほど

です。 

 こういう人は品性が下劣だから、ほとぼりが冷

めれば、また似たようなことをやるだろう、たぶ

ん一生直らない。 

 見た目は紳士でも、中身は下劣な人物という人

間をどうやって見分けるか。一つの目安を言えば、

「言うこととやることの距離」を注意深く見れば

いいと思います。 言っていることの質がたとえ

低くても、やっていることとの距離が小さければ、

そういう人間はとりあえず信用できる。だが、口

では立派なことを山ほど言いながら、やっている

こととの距離があるようなら、その人間は品性に

問題がある可能性大です。 

 このモノサシはかなり正確です。言っているこ

ととやっていることの差が極大なのが詐欺師。詐

欺師にだまされるのは、言っていることとやって
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いることの距離を見ないからであって、要するに

言葉にだまされてはいけないということです。 

 
ニコボックス報告 第 3017回分 

杦田勝彦コボックス委員 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 ①本日

の卓話講師に 2015 学年度米

山奨学生のボルドバートル・

ハンドさんをお迎えして。②

日曜日は家族会に参加いただ

きありがとうございました。 

安江正博会長 稲垣親睦活動

委員長、本日の卓話よろしくお願いします。 

稲垣宏高君 本日卓話を担当します。 

住田正幸君 無事退院しました。また遊んでくだ

さい。皆さんよろしく!! 

矢田潔君 住田正幸さん、退院おめでとうござい

ました。元気なお顔を見せていただき嬉しいです。 

小林啓子君 孫が生まれました。男の子です。 

鈴木吉男君 本日着用のスポーツシャツは津島

川まつりの本年度版です。ピンク系と紺系の二種

類です。駅前の観光センターにて 1枚 2,000円で

好評発売中!! 

長田一郎君 イオンマレーシア店舗内の自社開

発広告枠でマレーシアで初受注を頂きました。 

宇佐美三郎君 大吉会総会が終了しました。また

今年度もよろしくお願いします。 

山田勝弘君 名古屋場所が来月から始まります。

また皆様にお世話をおかけします。 

横井知代君 父の葬儀の際にはお忙しい中、遠方

よりご会葬いただきましてありがとうございま

した。 

篠田廣君 家族会で皆様にお世話になりました。 

加藤泰一郎君 楽しい家族会、ありがとうござい

ました。 

服部貴君、服部則仁君、飯村理君、猪飼充利君、

生田達一君、野々山勝也君、坂井裕君、安江正博

君 ウィークリーに家族会の写真が載りました。 

相羽あつ子君、後藤務君、伊藤雅昭君、伊藤基君、

伊藤哲朗君、松本浩義君、水野憲雄君、長田一郎

君、住田由純君、杦田勝彦君、矢田潔君、山田章

博君 家族会を欠席しました。 

杦田勝彦君 今月、ニコボックスの報告を担当さ

せていただきます。 

中野義光君、八谷潤一君、

松崎安孝君、片岡鉄君 

その他。 

 

 

 

 

 

 

卓 話 
≪ロータリー親睦活動月間≫ 

卓話担当：親睦活動委員長 稲垣宏高君 
講  師：2015学年度米山奨学生 

   ボルドバートル・ハンドさん 
演  題：「モンゴル国について」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
モンゴル国は、ロシアと中国の間に存在する、東

アジア北部に位置する国 

面積 156万 4,100㎢（日本の約 4倍） 

人口 302万 200人 

首都 ウランバートル（人口 115万 1,500人） 

民族 モンゴル人(全体の 95％）及びカザフ人等 

言語 モンゴル語（国家公用語）、カザフ語 

宗教 チベット教等 

国土のほとんどは高原の台地で、その大部分が

草原です。あとは 8％ほどの森林と 2.5％ほどの

ゴビと呼ばれる砂漠が占めています。雨が少なく

て、夏に集中して雨が降ります。 

空気は乾燥しているし、季節や昼夜によって気

温差が大きいですね。夏は 40℃近くまで気温が

上がりますが、冬は－30℃以下になることもめず

らしくありません。 

モンゴル人は元々遊牧民です。モンゴルの遊牧

民は、季節によってもっとも遊牧に適した場所を

探して、家畜とともに移動して暮らしています。 

遊牧民が住むのは、モンゴル語でゲルと呼ばれる

移動式の住居です。 

ゲルは組立

式で 5～6 人の

大人が 2～3 時

間で組み立て

ることができ

ます。ゲルは丸

い形をしており、ドアは必ず南側に向けて建てま

す。移動するときには家を解体し、いくつかの部

材に分けて運びます。遊牧民は家畜で生活してい

るため、草と自然を大切にします。 

次は食文化です。モンゴル料理は伝統的に赤い

食べ物（肉食）、白い食べ物（乳製品）で、冬は

肉食の方が多いですが夏は乳製品の方が多くな

ります。遊牧民は牛、ヤギ、馬、羊、ラクダを飼

っていますが、それぞれの乳、肉を日常の生活に

使っています。 

乳製品は一般的にはウシの乳を中心に生産さ

れる。ウマの乳を発酵させてモンゴルの伝統的な
6月 8日、梅雨入りしました 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E9%85%B5
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お酒である馬乳酒を作ります。味は酸っぱい。遊

牧民はゆっくり座って話しながら食べる時間が

ないため、食事は短時間でお腹いっぱいになる料

理です。その中でボーズ、ホーショールという伝

統料理を正月の時よく食べます。 

ボーズは日本の肉まんと

外観は似ていますが、イー

スト菌は使用せず、小麦粉

と水だけで皮を手作りしま

す。中身は主に牛や羊の挽

き肉を入れます。味付けは塩味ですが、日本の塩

に比べて塩っ辛くなく、日本で言うとラーメンな

どに使われる岩塩を使用します。これを先程の皮

で包み蒸します。 

次にホーショールです。中

身はボーズと同じ牛や羊の

挽き肉とタマネギが入って

おり、塩こしょうで味付けし

ます。これをボーズと同じ小

麦粉の皮で包んで油で揚げます。 

モンゴルの伝統的な大祭りであるナーダムに

ついて紹介します。ナーダムとはモンゴル語で祭

と言う意味です。ナーダム祭は毎年、革命記念日

である 7 月 11日から 3日間にわたって行われま

す。ナーダムの呼び物はモンゴル相撲大会・子ど

も競馬大会・弓射大会です。相撲大会は 500人余

の力士がトーナメント方式で勝敗を競います。10

数組ほどが同じ会場で同時に取り組み始め、勝っ

た力士は両手を広げて勝利の舞を踊り、最終日に

は決勝が行われ、優勝者が決まります。モンゴル

相撲の特徴は土俵と時間制限がありません。民族

舞踊と伝統民族楽器の馬頭琴演奏などでナーダ

ム祭が華やかな雰囲気で行われます。モンゴル人

は大祭りの時、みんな民族衣装であるデールを着

ます。 

デールは遊牧民が

日常生活で着ており

乗馬のときに足が開

き、乗馬しやすくなっ

ています。冬は中に毛

皮を合わせ、春秋は綿

を合わせ、夏は薄い生

地でデールを作っています。遊牧民は１年中デー

ルを着ています。シルクで作ったデールはお正月、

入学式、卒業式、結婚式、国民的な祭などの特別

なときに着られています。 

最後にモンゴ

ル語ですが、モ

ンゴル語は昔、

縦文字を使って

いました。日本

語とは反対で縦

書きで左から右

に書きます。 

現在はロシアのキリル文字を使っております。

教科書や新聞は全てキリル文字です。モンゴル語

と日本語の文法は似ており、言葉の並べ方は全く

同じです。従って、単語を覚えるとモンゴル語が

話せるようになります。モンゴル語には日本語に

ない発音があります。母音は７つあります。 

◆こんにちは → サインバイノー 

◆私の名前は○○です → ミニー ネル○○ 

◆どうぞよろしくお願いします 

→ タニルツサンダー タータィバイン 

◆ありがとう → バヤルラー 

◆さようなら → バヤルタイ  

以上で本日のモンゴル国文化の紹介を終わり

ます。バヤルラー！！（ありがとう！） 

 

 

「馬を見に行く」 

トイレに行くこと！ 伝統的なモンゴルの住

居であるゲルでは､外にトイレがあります。それ

で、トイレに行く時には婉曲表現として｢馬を見

に行く」と言う。馬がいない都会のウランバート

ルでもこの言葉は普通に使われています。因みに

モンゴル語でトイレは「ビイー ザサル カザ

ル」と三つの単語でなっています。 

「雨が入る」 

日本語では雨は「降る」､英語では「落ちる」。

しかしモンゴル語では｢入る」と言う単語を使い

ます。｢入る」とは、遮るもののない広大な大地

に直接雨が突き刺さっていくような感じがしま

せんか。 

「ひとつ聞こう」 

 人に道を尋ねる時、モンゴルでは「聞こう」と

言います。モンゴル語に「お尋ねします」とか「教

えてください」という言い方がないわけではなく､

モンゴル人は概して謙ったものの言い方をしな

いのです。物を買う時も「もらおう」です。ちょ

っと横柄な感じに聞こえますが､これが普通なの

です。 

「アウン」 

「もらう、買う、借りる（同じ単語）。要するに、

ＡからＢの人へ物が移動する動きはすべて同じ

単語で済ませるのです。「もらう」のか「借りる」

のか明確にする必要がなかったというモンゴル

人の考え方が根底になるのでしょう。自分は「貸

した」つもりでも相手は「もらった」と思うかも

しれません。そんな時には、少しの期間だけ「ア

ウン」と言えばいいそうです。でも、一旦貸した

ら帰ってこないと思った方がいいというのが、モ

ンゴル人からのアドバイスでした。 

「テメー アホー」 

 こんなふうに言われたら日本人はびっくりし

てしまいますよね。これはモンゴル語で「ラクダ

（テメー）を買うか（アホー）」という意味です。 

 

モンゴル語の面白い表現 
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次回例会 

第 3019 回 ’15 年 6 月 19 日(金) 

≪クラブアッセンブリー≫ 

お知らせ 

■第 7回津島東高校ＩＡＣ例会 

と き：6月 19日（金）16：00頃 

ところ：津島東高校（2中教室） 

    ※メークアップ対象です 

■今年度次年度役員理事委員長会議 

と き：6月 19日（金）18：00 

ところ：朝日寿し 

    その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イタリア旅

行で、シチ

リア島のパ

レルモＲＣ

を訪問しま

した。残念

ながら例会

はやってい

ませんでし

た…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生日祝福（6月分） 

片岡鉄親睦活動委員   

加籐則之君（ 7日） 

水野憲雄君（24日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫人及びご主人 

服部 貴夫人（ 8日）  河西あつ子君（ 6日） 

三谷栄一夫人（12日）  横井 知代君（22日） 

鶴見治貞夫人（29日） 

 

結婚記念日祝福 

佐藤雅彦君（28日） 

 
 

 

  野々山勝也幹事 

1. 6 月 18 日（木）に地区ロータリー研究会

が開催されます。2016～17 年度の会長・

幹事予定者である浅井彦治君、田中正明君

と 2015～16 年度の猪飼職業奉仕委員長が

出席します。 

2. 次週 6月 19日(金)の例会は、クラブアセ

ンブリーです。各委員長は発表の用意をお

願いします。なお、原稿は 6月 22日（月）

までに事務局までメールに添付する方法

でご提出ください。 

3. 6 月 19 日(金)に、東高校にてＩＡＣの例

会があります。時間は午後 4時ごろです。 

4. 本日、例会終了後に本年度最後の役員・理

事・委員長会議を開催します。よろしくお

願いします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

6月 12日（金）第 3018回 幹事報告 
 

パレルモＲＣの銘板 

伊藤哲朗直前副会長 

横井知代君より

会葬お礼 

野々山勝也幹事 

吉田康裕会場委員 

住田正幸君 
安江正博会長より、6 月分

の米山奨学金をハンドさん

にお渡ししました。 

 腰が治りました 

 ソングリーダー

もやりました 

Photo by Mitani 

 三谷副会長は、今 どの

辺にいるかなぁ？ 


