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本日の行事予定 (2015 年 10 月 9 日) 

第 3033 回例会 

卓話担当：住田由純君 

演  題：「迫りくる南海トラフ 

巨大地震に備えて」 

 
先回の記録（例会） 

第 3032 回 ’15 年 10 月 2 日（金）晴れ 

≪経済と地域社会の発展月間・米山月間≫ 

卓話担当：米山奨学委員長 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：「私が研究したこと ～モンゴルの 

  中小企業の課題と解決方法～」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 杦田勝彦君 
ビ ジ タ ー 稲垣秀樹君（あまＲＣ） 
ゲ ス ト 青少年交換学生  
         Mariah Lee DOES HOOKEさん 

会 員 総 数 67名    9月 6日例会分訂正 

出席免除会員  21名    欠 席 会 員    24名 
本日出席会員  53名    MAKEUP会 員    12名 
本日の出席率  79.10％  訂 正出席 率  94.83％ 
超 過 出 席 三谷栄一君、伊藤幸蔵君、山本達
彦君、猪飼充利君、前田昭生君、宅見康悦君、篠
田廣君、田中正明君、幅辰雄君、吉田康裕君、山
田勝弘君、大河内勝彦君、服部貴君、伊藤哲朗君、
寺島淳一君、山田章博君(第 4回役員理事委員長会
議)、浅井彦治君、服部貴君、加藤則之君、加藤泰
一郎君、生田達一君、三谷栄一君、野々山勝也君、
大河内勝彦君、後藤務君、篠田廣君、滝川林一君、
山田章博君、山本達彦君、伊藤幸蔵君(マライアさ
ん歓迎会)、猪飼充利君(地区内職業奉仕委員長会
議）、三谷栄一君、山本達彦君(分区会長幹事会） 
 
 
 
 

 

会長挨拶 

三谷栄一会長 

 明日、明後日、尾張津島秋ま

つりが開催されます。約 300 年

前から始まったと言われる秋ま

つりの特徴は、何といっても豪

華絢爛な山車です。 

そこで本日は、山車に付いて

いる懸魚（けぎょ）と蟇股（かえる

また）について、話をしたいと思います。 

 懸魚とは、神社仏閣の屋根に取り付けた妻飾り

のことです。「懸魚」の「懸」の字は音読みでは

「けん」で訓読みでは「かかげる」です。従って、

魚を掲げることです。懸魚は、火に弱い木造の神

社仏閣を火災から守るため、水に縁のある魚の形

をした飾りを屋根に懸けて火伏（ひぶせ）のまじな

いとしたのが始まりと考えられています。魚の身

代わりを屋根に懸けることが「水をかける」とい

う意味にも通じています。これが懸魚に由来する

呼び名の語源です。瓦屋根の城郭・楼門などの棟

飾りに用いる鯱（しゃちほこ）瓦や鴟尾（しび）なども

同様に設けられたものです。建物が切妻屋根か入

母屋造りの屋根部分があれば必ず付いており、全

国の神社仏閣で確認できます。恐らく殆どの人が

これを見ていると思いますが、意識的に見なけれ

ば見過ごしてしまうものです。しかし、どこをど

う見れば魚を懸（かかげ）たと見えるのか、見方に

よって「魚の開き」の頭部のように見えれば、金

魚の顔を正面から見たようにも、あるいは、デフ

ォルメしたイラストのようにも見えます。しかし、

中国の古い建物では間違いなく魚を懸けたモチー

フのものがあることから、次第に、デザイン化の

変遷をたどってきたものと思われます。 

次に、蟇股についてです。読みの通り、カエル

が足を広げたような形をしていますので、このよ

うな名前がついています。日本建築、とりわけ和

様建築にこの蟇股はつきものでして、よく見られ

る場所は中備（なかぞなえ）のところです。中備とは、

組み物と組み物の間にあって、縦方向の荷重を支
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えている構造材を言います。この蟇股、奈良時代

の頃は上からの加重を支える構造材でした。上か

らの重量を支える必要がありますので、ハンガー

のような形の分厚い板だったわけです。装飾とい

っても、せいぜい切込みが入るくらいですが、意

匠的な役割も感じ取ることができます。時代が進

むにつれて、板蟇股も意匠的なものが強くなって

いき、彫刻が施されるようになります。結構大型

のものも登場します。いろいろ形や大きさが変わ

りますが、板蟇股はその後、どの時代においても

使用されていきます。一方、平安時代の終わり頃

になると、板蟇股の輪郭だけのものが登場してき

ます。こうなってくると加重を支えられませんの

で、構造材としての役割を果たせなくなり、蟇股

は意匠材としての役割を果たすようになります。

このほうが板蟇股よりも蟇股らしいです。さらに

は、輪郭の中に彫刻が入ったものまで現れます。

とりわけ室町時代を過ぎた頃からは、この彫刻に

よる意匠化がエスカレート。桃山時代になると、

やたら巨大化したり、輪郭よりも大きな彫刻を施

したり、蟇股なのか彫刻なのか分からないものが

登場したりします。さて、山車における蟇股です

が、斗形（ますがた）と斗形の間の部分やそこにはめ

込まれた彫刻を指します。こうした蟇股の彫刻は

当初の束としての働きはなく、装飾的にのみ入れ

られている物です。装飾彫刻のため入れられてい

ない山車もあります。 

「懸魚」、

「蟇股」の形

には種々な

ものがあり、

興味が尽き

ません。尾張

津島秋まつ

りの山車、近

くの神社や

寺院などを

是非見てく

ださい。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日米山奨学生のハンドさ

んと、交換留学生のマライ

アさんにお越しいただいて

います。後ほど会長より奨

学金、お小遣いをそれぞれ

渡していただき、近況報告等のお話をしていた

だきます。 

2. 10 月 4 日、地区 RLI パートⅡが星城大学リハ

学院にて開催されます。浅井彦治会長エレクト

に参加していただきます。 

3. 同じく 10 月 4 日、津島秋祭りにハンドさん、

マライアさんをお招きし、日本の伝統文化の一

端に触れていただこうと思います。 

4. 『ロータリーの友』10月号を配布いたしました。 

5. 『ガバナー月信』10 月号と『Rotarian』10 月

号を回覧いたしますのでご覧ください。 

6. 先週お知らせいたしました WFF のチケットに

不要の方からの喜捨がありまして、余裕がござ

います。ご入用の方は事務局までどうぞ。 

7. 本日例会終了後、役員・理事・委員長会議を開催

いたします。該当の方の出席をお願いいたします。 

 
ニコボックス報告 第 3032回分 

八谷潤一ニコボックス副委員長 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、

山本達彦幹事 ①本日卓話講師に

2015 年度米山奨学生のボルドバー

ドル・ハンドさんをお迎えして。②

ゲストに青少年交換学生マライア

さんをお迎えして。③稲垣米山奨学

委員長、本日の卓話よろしくお願い

します。 

伊藤哲朗君 本日、伊藤幸蔵副委員長の代理をつ

とめます。 

余郷利彦君、鶴見治貞君、宇佐美三郎君、伊藤祥

文君 昨日、崇敬会の常任理事会で社務所の建て

替えが決まりました。皆様にはご無理言いますが、

よろしくお願いします。 

鶴見治貞君 先日当社の記事が新聞に載りました。

何箱までとは言いませんのでよろしく。 

稲垣宏高君 本日、卓話よろしくお願いします。 

杦田勝彦君、服部則仁君、佐藤雅彦君 米山奨学

生ボルドバードル・ハンドさん、卓話がんばれ！ 

松崎安孝君 河西会長に、お世話になりました。 

浅井賢次君 三谷、住田、吉田君、市内の工事ご

苦労様。土を掘り起こして金塊でも見つけ出して

ください。 

住田由純君 工事でご迷惑をおかけしています。 

後藤務君 早退します、よろしく。 

河西あつ子君 遅刻、早退。 

佐藤敬治君、八谷潤一君、生田達一君、住田正幸君、

稲川明俊君、中野義光君、小林啓子君 その他。 

どなたか存じません 先週、例会場に￥10落ちて

いました。 

 
卓 話 

≪経済と地域社会の発展月間・米山月間≫ 

卓話担当：米山奨学委員長 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：「私が研究したこと～モンゴルの 

  中小企業の課題と解決方法～」 

私はモンゴルからの留学生である。モンゴルは

これから発展する国だと言われている。1990年代

に民主化し、1991年に市場経済化に移行してから 
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順調に経済発展したが、まだ 1 人当たりのＧＤ

Ｐは低い(2011年 2,562ドル)。モンゴルがさらに

経済成長するには、どのような産業を通じて、ど

のように発展するのがいいだろう。モンゴルでは

牧畜産業が主要な産業だったが、現在は工業が経

済成長を牽引している。そうした産業構造には

色々課題や問題があると思うが、私は特に中小企

業の役割に注目したいと思う。日本には技術の高

い中小企業が多く、全企業の 99.3 ％を占めてい

ると言い、大変興味深く思った。日本の中小企業

発展について研究しながら、あまり成長してない

モンゴルの中小企業にどんな短所と長所が隠れて

いるかを探索して研究したいと思う。また、経営

学部でこれまでに学んだ企業経営のことと合わせ

て、中小企業の役割に注目して、モンゴルの中小

企業も日本の中小企業のように活躍できるような

方法やどんな政策が必要なのかについて研究した

い。なぜなら、日本の経済を支えているのは大企

業ではなく、むしろ多数の中小企業だと考えるか

らである。 

 

モンゴルの基本構造 

モンゴルは歴史的にロシアと中国という二つの

大国から政治経済的な影響を受けてきた。モンゴ

ルの面積は 156万 4,100㎢（日本の約 4倍）で、

人口は 300万人である。主要産業は鉱業、牧畜業、

流通業、軽工業。 

モンゴルの人口はだんだん増えていて、それにつ

れて失業率も増えている。経済は 2008 年のリーマン

不況から脱して、急速成長軌道に入った。2011年の

ＧＤＰは 17.5％の高成長を達成した。モンゴルの経

済はグロバーリゼーションによって貿易がだんだん

広がっている。2010年の貿易成長率は 2009年より

53％増加して、62億ドルまで伸びた。輸出に占める

割合は中国 84.4％、韓国 1.1％、英国 2.3％、ロシ

ア 2.7％、カナダ 4.9％、その他 3.5％である。モ

ンゴルは 68 か国と貿易している。 

ヨーロッパからの輸入 44.8％、アジアからの輸

入は４7.3％、ロシア 33.3％、ドイツ 2.7％、アメ

リカ 4.9％、韓国 5.6％、日本 6.0％、中国 30.1％、

他の国は 17.5％である。 

海外需要の大部分は中国からである。モンゴル

の主要輸出品は石炭、銅、鉄鉱石で、大半が中国

向けである。中国経済が円滑に成長すれば、モン

ゴルの中国輸出も安定的になる構造になっている。 

モンゴルは 1990 年代から 2010 年代まで、104

カ国から 10,709社が直接投資を行っている。総合

投資額は 48 憶ドルで、登録企業数は 2001 年から

順調に増えている。2001年から 10年間で 10倍以

上になっている。 

1990年代に市場経済に移行してから、経済成長

をしてきたが、中国やロシアの影響は大きいまま

で、海外からの直接投資についても、モンゴルの

資源に対する投資がメインであり、まだまだ他の

分野への投資が少ない。こうした経済構造を持つ

モンゴルが、さらに経済成長するためには、中小

企業の役割が大切だと考える。  

そのためには、まず日本の中小企業の国民経済

上の役割がどのように変化してきたかを明らかに

して、モンゴルの中小企業も日本の中小企業のよ

うに活躍できるような方法やどんな政策が必要な

のかについて考えたいと思う。 

モンゴルの国営企業の民営化は 1991年初め、小

規模国営企業の民営化と大規模国営企業の民営化

の二つに分けて実施された。小規模の小売業、サ

ービス業を中心とする民営化は 1994 までに完了

し、その結果 3,065 社の民営企業が設立された。

大規模事業の民営化は 450 の株式会社と 372 の有

限会社を生み出した。中央電力事業、水道事業、

石炭事業、航空、鉄道、通信等は当初から国家に

とっての重要な産業として民営化計画の対象外で

あった。 

モンゴルは民営化を実行したのだが、期待した

ような成果を得ていない。企業の民営化は競争の

拡大、費用の低下、効率向上することができなか

った。 

現在、モンゴルには 60,536 企業が登録し、

36,489 社が積極的に活躍している。そのうち

35,789 社が中小企業である。従業員は一般的に 1

～9 人で、59,000 人が中小企業で働いている。モ

ンゴルの中小企業といえば生産業、牧畜業、大企

業の部品を生産する工業である。 

 

【中小企業の事業の課題】 

1. 創業環境の設備。現在、モンゴルの中小企業は

大学を卒業し留学を経験している 30歳から 40

歳代の経営者が従事している。彼らは、個人の

資金、ネットワークを基に小さな事業を開始し

て、中小企業の設立に向かっている。こうした
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若き企業家の後に続く若者達の企業創業をサ

ポートする必要がある。 

2. 国内需要に対応する独立した多数の中小企

業を生み出すことが必要。 

3. 輸入圧力の回避。 

4. 輸出競争力を強化するためのサポート。 

 

【政府に必要な中小企業政策】 

1. 創業環境の設備については、中小企業向け

の金融機関の資金制度が用意されているよ

うだが、短期の資金が中心で金利も高い。

国産化促進補助、輸出促進補助などの援助

制度を充実していく。中小工業向けの工場

集合ビルなど、公的な工場施設の供給や、

遊休化している国営工場の一部を貸し工場

として使うなど、工場スペースの提供を進

める。 

2. 国内企業競争を強化する対策を検討する。

国産化の促進である。中小工業の輸入工業

製品に対する競争力を高めて、国内需要向

けの生産をうながす必要がある。グローバ

ル市場経済の圧倒的な圧力を回避し、国内

工業が成長する機会の提供が必要である。 

3. 輸入圧力の回避は、国産化の促進のことで

ある。中小工業の輸入工業製品に対する競

争力を高めて、国内需要向けの生産を促す

必要がある。また、国内化に必要な原材料、

部品、設備の輸入に必要な資金の補助制度

を検討する。 

4. 輸出競争力の強化のサポートについては、

中間財として輸出に向けられている産品の

向上化を進める必要がある。 

 

【結論】 

モンゴルの中小企業は日本の中小企業のように

あまり成長してないが、モンゴルの経済発展に貢

献できる範囲で少しずつ頑張っていることがわか

った。しかし、モンゴルの中小企業にとって、日

本の中小企業から学ぶべきことが多い。 

モンゴルの人口は 300 万人程度で、そこに発生

する国内需要に応じられるのは中小企業である。

政府が中小企業を健全に成長させるためには、中

小企業政策を作り、中小企業向けの金融機関制度

を作ることが必要である。また、モンゴルの資源

に関心がある外国投資を求めるべきである。 

日本は、モンゴルに対して最大の援助国といわ

れているが、モンゴルの産業情報、新たな中小企

業などに日本の中小企業の関心を高める情報が伝

わっていない。モンゴル人にとって相撲の場所と

して見られているのは残念である。 

日本の中小企業の関心を高める情報を伝えるた

め、現在のモンゴルの中小企業家は、日本の中小

工業の技術、対応力、経験を勉強する必要がある

と思う。そのため、国と個人の間にある地域と地

域の交流、地域と中小企業の交流を深めていくこ

とが重要である。そのイニシアティブをモンゴル

政府がとるべきだが、日本にも情報交換の場を作

るよう、お願いしたい。特に、モンゴルの中小企

業に欠けている技術力、市場開拓を補完するため、

農業、軽工業、重工業、資源開発、インフラ建設

協力、環境プロジェクトなどの日本の技術力を生

かして産業協力するのが大切である。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長代理の伊藤哲朗君 
今月は会場副委員長の

飯村理君が司会です 

三谷会長よりマライアさんに

お小遣いをお渡ししました。 

ソングリーダーは杦田勝彦君 横井知代君 

小林啓子親睦

活動委員 ハンドさんに奨学金と「津

島の祭検定ジュニアの部」

表彰状が渡されました。 

ホストファーザ

ーの篠田廣君 

 ヨロシクオネガイシマス 

アリガトウゴザイマス 
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米山奨学委員会・青少年奉仕委員会 

In 尾張津島秋まつり 
10 月 4 日（日）、前日から秋晴れに恵まれた

中、尾張津島秋まつりが盛大に行われ、米山奨

学生のハンドさんとご家族、青少年交換学生の

マライアさんをお招きして見学しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津島市観光交流センター(津島屋)へ移動して、

鬼祭りの展示を見学。天王祭の実物模型も見ま

した。マライアさんには、三谷会長夫人が英語

で説明してくださいました。 

朝日寿しで夕食中に、石採祭車が店の前に 3

台ならんで、大音響で太鼓と鉦を叩いて盛り上

がっていました。なんと、ハンドさんとお姉さ

ん、そしてマライアも太鼓を叩きました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
米山学友だより 

2007～09 学年度奨学生 董宇さん 
 10月6日(火)、

米山学友の董

宇さんと夫の

劉震さんが、用

事が終わって

津島ＲＣ事務

局へ訪ねてき

ました。董さん

は名古屋市立大学で仕事を続けています。 

もうすぐ結婚 7 年、長女の未央ちゃんはちょ

うど翌日の 10月 7日が 6歳の誕生日、クラシッ

クバレエを習っています。次女の未来ちゃんは

2 歳半、長男の大成ちゃんは今 1 歳 2 ヵ月で体

重が 19㎏もあるそうです。 

 
青少年交換だより 

 青少年交換派遣学生の中西里緒さん

からの 9 月のマンスリーレポート続き

です。 

 

ホストファミリーは私に気をすごく使ってくれ

ていて快適に過ごすことができています。また、

先々週ぐらいにホストファミリーのお家でお好み

焼きを作りました。みんな大喜び！ 少し火が中の

方まで通っていなかったような気もしますがなん

津島神社楼門

に集合。マライ

アさんは篠田

萌さんと姉妹

のようです。 

山車も次々に

入ってきまし

た。 

↑法被を着て↓ 上之町車の中に入り、上の

置物（からくり人形）のと

ころまで登りました。 

ハンドさんとお母さ

ん、お姉さんと姪 

おちゃめな ↑ 

ロータリアン① 

おちゃめな 

ロータリアン② ↑ 

リズムがあっていな

くても、そんなの関

係ない。思いっきり

叩けば、気分爽快!! 
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次回例会 

第 3034 回 ’15 年 10 月 16 日（金） 

卓話担当：山田章博君 

演  題：「電力の安定供給」 

お知らせ 

■会場委員会 

と き：10月 16日（金）18：00 

ところ：末廣寿司 

 

■親睦活動委員会 

 と き：10月 21日（水）18：00 

 ところ：出逢い 

 

■第 11回津島東高校ＩＡＣ例会 

と き：10月 23日（金）16：00頃 

ところ：津島東高校 （2中教室） 

とか作れました！ 味はちゃんとお好み焼きにな

ってました。次回はオムライスを作る予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週、ホストシスターとチョコチップクッキー

を作りました。材料は小麦粉とバター2 本(!)と、

砂糖大きなカップに 6杯(!)に、卵 2つです。材料

を聞いた時は驚きすぎて、あごが外れるかと思い

ました…。バター2 本に砂糖 6 カップって…アメ

リカのクッキーなめてました。恐るべしですね。

そしてそこに大量のチョコチップ！ 

クッキーは甘すぎましたが、おいしかったです。

このクッキーをおいしいと思えたということはア

メリカの食にはもう慣れて、あとは太っていくだ

けってことですね…。日本に帰ったらぜひこのク

ッキー作りたいと思います!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、今月の締めはロータリー主催のナイア

ガラの滝への旅行でした！ 

25日～27日で 2泊 3日の旅に行ってきました。 

金曜日に学校が終わってから、そのまま Buffalo

というナイアガラのすぐそばにある町まで行き、

そこでみんなと合流して、Old Niagara Fortとい

う昔のお城のよう

な軍事基地に見学

に行きました。大

きな古い建物に連

れていかれ、いろ

いろと兵隊さん（ス

タッフ）から紹介・説明を終えた後、兵隊さんがあ

る一室の大きな木の板の枠組みを指さして「じゃ

あ、今日ここが君たちのベッドね」って!! みんな

唖然でしたね。人生初の寝袋でシャワーも浴びれ

ず、消灯…。さすがにきつかったです。ですが、

アメリカの昔の歴史を知るいい機会となりました。

また、兵隊さんの実射も見せてもらえたり！ 銃の

実射を生まれて初めて見たので感動しました。 

そして、土曜日についにナイアガラの滝へ行き

ました。船に乗って滝の近くまでいくアトラクシ

ョンと、滝を浴びに行くアトラクションに参加し

ました。 

 

また、夜は近

くのハードロッ

クカフェでご飯

を食べ、夜のナ

イアガラの滝も見にいくことができました！ ど

こから見てもナイアガラはきれいで感動しました。

角度によってはきれいな虹も見ることができて素

敵なひと時でした。 

日曜日は再びナイアガラに行き、お土産のお買

い物と Baffalo の観光でした。バンでの移動だっ

たのですが、バンの中は大音量の音楽が流れてい

てどんちゃん騒ぎ(笑)。今回の旅は交換留学生が

13人いました。国が違ってもみんなで仲良く楽し

く過ごすことができました。ナイアガラは家から

1時間 30分くらいでいけるところなので、またぜ

ひ行きたいなと思いました。 

しかし、土日しっかり寝られず、ナイアガラで

は寒い中、水を全身に浴びたため体が悲鳴をあげ

てしまい、ここ 2日熱と頭痛と戦っておりました。 

週の終わりで少し疲れていたこともあったようで

す。やっと熱、頭痛もおさまり 10月の初めは楽し

くスタートできそうです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お好み焼き 

夜はカラフルにライトアップ 


