
                              

本日の例会 
   

第 18６2回  2022年(令和 4年) ８月 23日（火） 

  卓話  葬儀屋 想わ 代表 小林 雄一朗 様 
       「おくられる自分の姿  

           ～おくりびと・遺影・現在の家族葬～」 
 
   

前回の例会 
 

 第 18６1回  2022年(令和 4年) ８月 16日（火）晴 

友愛の日 
 
 

◆我らの生業 

◆四つのテスト 
 

◆ゲスト紹介  1名 

 米山奨学生 ウンドリナさん 
 

◆出席報告 

 正会員  ２９（２4） 名    出席 １９名 

 出席率  ７９.１７ ％ 
 

 お誕生日おめでとうございます ♪                                  
 

☆9月会員誕生日お祝い     

  谷口 優君 （９/５）     

☆9月ご夫人誕生日お祝い  

  笹野義春夫人（9/16）  足立一郎夫人（9/21）  

 
☆米山奨学生ウンドリナさん（8/27） 

 

 

 
          太田幹事報告                       
 

1） 本日配布案内： ①地区大会のご案内   
（後ほど PRビデオでご案内） 

2） 本日例会終了後、指名委員会を開催いたします。 

委員の皆さまは 4F栄の間にお集まり下さい 

3） 8月ロータリーレート 1㌦＝133円   

 
 
 

       林会長挨拶               
 

本日は、会長挨拶として、さる８月５

日にロータリー財団セミナーが、ここ

東急ホテルで約１２０名の参加で行わ

れましたので、ご報告をしたいと思い

ます。 

 ロータリー財団は、1917 年に発足

し、その後1983年に米国イリノイ州の法令の下に非営利

財団法人になり、信託組織となっております。慈善的かつ

教育的な目的、且つ会員の承認した目的、目標のために

組織されています。 

管理委員は 15 名とされ、会長エレクトによって推薦さ

れ、RI理事会によって選出され、管理委員の4名は元RI

の会長でなければならないとされています。 

 まず、ロータリー財団への寄付と認証のことをお話しし

ます。 

代表的な基金は３つあります。 

1.年次基金：財団の毎年の補助金と活動の主な資金源で

す。集められた寄付金は、3年後に同額が予算に使われま

す。現在、目標をひとり年 150 ドル以上、現在の円では、

20,000円程度です。 

2.ポリオプラス基金：ポリオとその他の指定プロジェクト

の資金に使われます。目標はひとり30ドル以上、4,000

円程度です。 

3.恒久資金：会社の資本金みたいな性格を持つ資金で、

運用によって得られた資金を財団の補助金として、支援

金に使うための元資金です。各クラブでベネファクター1

名以上、もしくは 1,000 ドル以上を寄付の目標としてい

ます。ベネファクターとは恒久資金への寄付または誓約額

が 1,000 ドル以上の個人に贈られる認証です。 

１・２は毎年、お願いしている基金です。ぜひ、できる限り

ご支援ください。３は 2760 地区で大口寄付者 5 名以

上、ポール・ハリス・ソサエティ 5名以上としています。 

 

                

５ 



 

なお、大口寄付者とは一括で 10,000 ドル以上を寄付さ

れた方です。ポールハリスソサエティとは毎年 1,000 ド

ル以上を年次基金、ポリオプラスに一括、もしくは合計で

寄付することを約束された方を認証するためのプログラ

ムです。なお、認証とは財団が寄付者に分かりやすい形

で、寄付に感謝の気持ちを表します。着用できる胸ピンを

贈呈したり、記録に名前をのこしたりすることです。 

その他、ロータリーカードを使って、使った金額の 0.3％

が国際ロータリーに還元されるので、ぜひ、使っていただ

きたいということでした。ポリオ基金として使われます。

ダイナースカードです。 

 さて、財団の資金の使われかたについて、説明がありま

したので報告します。 

まず、ポリオプラスです。ビデオが流されましたが、日本

では小児麻痺といわれ、発生当時はアメリカでもコロナの

ように外出を極端にさけていたようです。現在、2019年

はパキスタン、アフガニスタン、モザンピーク、マラウイの

４ケ国で、176 人、2020 年に 140 人、2021 年に 2

人、2022年現在、パキスタンに12名、アフガニスタンに

1 名、モザンピークに 1 名確認されております。もうすぐ

です。これは歴史に刻まれることだと思います。2017 年

以降３年で７０億円（5000 万ドル）程度を拠出していま

す。 

２番目に平和フェローシップとグローバル補助金奨学生

への支援のお話でした。 

ロータリー平和フェローシップとは、世界平和と紛争の担

い手となる人材を育てて、平和推進者の世界的ネットワ

ークを築いてゆくという目的のために、毎年 130 人のフ

ェローが、ロータリー平和センター提携大学（世界に 7 大

学・日本にもあります）に学ばせるプログラムです。 

グローバル補助金は、２７６０地区に在住している方、また

は本籍を有する人をロータリーの７つの重点分野で活躍

するリーダーを育てる目的で奨学金をスポンサークラブ

と補助金で学ばせます。 

3 番目は補助金です。補助金は基金の説明にもお話しま

したが、3年前の年次基金の寄付総額を各クラブでシェア

してクラブ活動を奨励するものです。地区財団活動資金

（DDF）と国際財団活動資金（WF）に別れ、地区財団か

ら、地区補助金とグローバル補助金の一部が出され、出

されたグローバル補助金の 80%を国際財団（WF）から、

さらに補助金を上乗せするという約束で動いています。 

地区補助金は地域ニーズに取り組むために、グローバル

補助金は7つの重点分野が決まっております。平和構築、

疾病予防、水と衛生、母子の健康、教育と識字率、地域社

会の経済発展、環境の分野でプログラムを各必要があり

ます。 

地区補助金は３年前のクラブの年次基金寄付額の２５％

が限度ですが、グローバル補助金は最大、そのプログラム

に地区が拠出した金額の８倍がDDFから支給され、その

８０％をWFから受けることができます。 

当クラブがすぐにアクションしなければならないのは、事

業を申請するのは、来年の 1月ごろになりますので、次年

度の事業を本年度の早いうちに、エレクトと決めておかね

ばならないことです。すぐです。 

最後に、MY ROTARY より、ロータリークラブ・セントラ

ルにはいり、目標を必ず設定してくださいというお願い

がありました。当クラブは目標を設定してあります。最低

限の目標になっていますが、みなさんで頑張って、増やし

たいものです。 

◆米山奨学生 ウンドリナさんへ 8月奨学金授与 
 

 
 

➢ スピーチ   モンゴルと内モンゴルについて                                
  

  モンゴルと内モンゴルは何が違うのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北のモンゴルは、独立国であるモンゴル国であ

る。➡「モンゴル」 

 南のモンゴルは、中国の中にある内モンゴル自

治区である。➡「内モンゴル」 

 中国の中にあるモンゴルという意味で「内モン

ゴル」と言われるが、あくまで中国から見た言い

方である。モンゴルと内モンゴルでは「内モンゴ

ル」という言い方がなく「北モンゴル」と「南モン

ゴル」と言う。 

 モンゴル国に住むモンゴル人は約 300万人 

内モンゴルに住むモンゴル人は約 450万人 

 

 キリル文字 

モンゴル語に使われるキリル文字は、ロシア語

のアルファベットと比べて母音２文字が多くなっ

ています。モンゴル語に特有のものは、円唇母

音を表す Yと ϴです。 

 伝統モンゴル文字 

伝統モンゴル文字は、縦書きの文字で日本語な

どとは逆に左側から右側に向かって改行して書

かれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   なぜモンゴルが二つに分かれたのか？ 

 13 世紀、フビライ・ハーン時代に大帝国を築い

たモンゴル帝国は、その後不安定化し 1368 年

に明朝に敗れてモンゴル高原に撤退した。モン

ゴル王朝は存続していたが、モンゴルは分裂と

統合を何度か繰り返し、おおまかに「ハルハ」「チ

ャハル」「オイラド」という３つの地域に分かれて

いく 

 17 世紀に清が誕生し、モンゴル南部の「チャハ

ル」が清との戦いに敗れ、1634 年に清朝に入

った。チャハルは内モンゴルの起源となる。 

一方、モンゴル北部の「ハルハ」は清朝と友好関

係を保っていたが、「オイラド」から侵入を受け清

朝に助けを求めたことで、17世紀末に清に帰属

する。ハルハはモンゴル国の起源となる。 

 1911 年には辛亥革命が起こり清朝が滅亡し

た。すると、独立の士気が高まったモンゴルは独

立を宣言する。しかし、当時既にできあがってい

た大国によるアジア地域の権益のため、モンゴ

ルの独立は叶えなかった。 

 そして 1915年にモンゴル、ロシア、中華民国の

間で結ばれた協定で、北モンゴルのみ中国の宗

主権下での自治が取り決められた。 

 さらに 1924 年、ソ連の支援を受けた北モンゴ

ル地域は「モンゴル人民共和国」として独立し

た。 

モンゴル人民共和国は、ソ連の影響を強く受け

た世界で 2番目の社会主義国であった。 

一方の内モンゴルは清朝後期より漢族の移住が

すすんでいたことなどから、モンゴル人民共和

国に含むことをソ連が望まず、モンゴル人民共

和国に含まれなかった。 

 1945 年、ヤルタ会談でモンゴル人民共和国は

現状維持に基づいた独立、内モンゴルは中国の

一部となることが決まった。 

 その後、中国共産党を支持したウランフの指導

により1947年には内モンゴル自治政府が成立

し、1949 年に成立した中華人民共和国では内

モンゴル自治区となった。 

 

 
 

◆地区大会のご案内                             
PRビデオ上映 

大会第 1日目／名古屋観光ホテル 

  2022年 11月 12日（土） 

 15：00～ 本会議 

 18：00～RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会  
 

大会第 2日目／愛知県国際展示場 Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ 

  2022年 11月 13日（日） 

 12：00～RI会長代理主催顕彰昼食会 

  13：00～本会議 

 13：45～記念講演 

 15：20～本会議第二部 

記念講演  

  「2050年カーボンニュートラル実現を目指して 

 ～水素社会実現への取り組み～」 

講師/ 内山田 竹志 氏  トヨタ自動車株式会社 取締役会長 

 

 

➢ PR訪問にかえて                                

伊奈 輝三 地区大会実行委員長 メッセージ 

・トヨタ自動車会長の内山田竹志さんを講師に迎えて、来

るべき未来のお話をトヨ芽のお膝元ならでは地域密着情

報満載でしていただけることになっています。これまでは

あまり例のないことだと思いますが、講演内容に沿った、

具体的な展示物もトヨタ自動車が展示をしてくれる方向

でお話を進めています。 

・多くの皆さんがアンケートに書かれた要望の一つに、「時

間を短くせよ」というものがありましたが、これに応える

形で大会 2日目を午後 1時から 4時半までとし、メリハ

リのあるプログラムの進行を心がけ、すっきりとした大会

を目指しております。また、地元の食材・食品をより多く

の方々に好きなだけ召し上がっていただけるような「友

愛の広場」を設ける計画です。 

・「友愛の広場」と併せて、地域の特産物等を展示即売で

きるような「常滑マルシェ」の開設も準備中です。 

・篭橋ガバナーからもローカルカラーを前面に押し出した

大会にしてほしいとの要望をうけております。お越しくだ

さるみなさまに田舎流のおもてなしを味わっていただき

たいと考えております。「いざ行かん、常滑へ!」を合言葉

に、一人でも多くのみなさまが常滑にいらしてくれること

を、クラブー同心よりお待ちしております。 

 

 
 

 今期の地区大会には 11月１５日（火）の例会を変更して、 

 １１月１３日（日）の大会第 2日目にご出席いただきます。 

 地区役員・会長・幹事のみ、大会１日目・２日目両日の出 

 席になりますのでよろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 会員 3分間スピーチ 
 

☆山村 雅美 さん 
 

 今日は、この夏、私が体験した

２つの鉄道の旅についてお話を

します。 

1 つ目は、青春１８きっぷを利用

した旅です。 

青春 18 きっぷは、JR 全線の普

通列車が 1日乗り放題のきっぷで、1枚で 5回分ついて

12,000円です。 1人で 5回使ってもいいですし、複数

人で利用することもできます。 

青春 18 とありますが、年齢制限はありません。青春 18

きっぷの歴史は、国鉄時代の末期、1982 年に、当時、国

鉄離れという言葉が広まっており、若者に鉄道旅行の習

慣をつけてもらおうと企画され、当時8,000円で発売さ

れました。 

青春 18 きっぷを利用し、富士山を見て、パワースポット

に行こうと富士宮を目指しました。東海道本線で名古屋

出発、豊橋、浜松、富士で乗り換えし、富士からは身延線

に乗り換え、富士宮まで行きました。 距離は、２３０キロ、

停車駅は４７駅です。 

浜松から４番目の駅に変わった駅名がありました。御厨 

みくりや と読む駅です。 御厨は、 神様の台所という意

味があるそうです。 

静岡県に入り、富士山が見えないかドキドキして電車に乗

っていましたが、晴れているのに雲が多くて全然見えな

いまま、富士宮に到着しました。 

観光協会の方に聞いたら、今日は見えないと言われ、夏

は晴れていても雲で見えない日が多く、冬の方が見える

そうです。駅から近くの 富士浅間神社をお参りしまし

た。 富士山が見えていたら、境内から富士山が望める 

富士山本宮浅間神社に行くつもりでしたが今回は仕方な

く断念し、予定を変更して、熱海まで行って温泉に入って

きました。鉄道、ご当地グルメ、温泉を満喫した旅でした。 

２つめは、鉄印帳の旅 明智鉄道です。鉄印帳とは、ご朱

印の鉄道版です。ローカル線に乗って車窓に広がる風景

を楽しみながら鉄印を集める旅です。日頃、仕事では効率

を求めますが、あえて時間をゆっくり使うことで、リフレッ

シュできた旅となりました。 

友愛の日に、皆さんの旅の話を聞かせていただければと

思います。  

 
 

 
 

長谷川 亨／ウンドリナさん、いつも楽しいスピーチを 

ありがとうございます。本日もよろしくお願い致します 

小林 英毅／本日は囲碁会です。４Fにてお待ちします 

足立 一郎 ご夫人誕生日お祝い 

笹野 義春 ご夫人誕生日お祝い 

朝倉 寿宜 長谷川 亨 林  永芳 

伊藤 健文 樫尾 富二 河合 隆史 

柵木 充明  松岡多加倫 宮尾 紘司 

太田 和孝 大谷   恩 東原相次郎 

舎人 経昭 山村 雅美 吉田  玄 
                   １８件 計 ７１，０００円 

 

 

◆社会奉仕委員会 パラグアイオニバス視察報告                
  

 ８月１８日（金）東山植物園 岡本園長にご案内いただ

き、パラグアイオニバスの成長を見に行ってきました。 

大きいものでは、直径 160cm にまで成長しており、８月

１１日（木・祝）には「パラグアイオニバスに乗ろう」というイ

ベントが植物園で開催されました。 
 

 
 

  
 

  
       開花 1日目       開花 2日目 

パラグアイオニバスの花は、夏の夜に２日間だけ咲く「二日

花」で、１日目は開花する前から桃のような甘い匂いを出

し、白い花を咲かせます。翌朝には一度閉じてまた夕方に

花開きます、この時、匂いはなく、花びらがうっすらとピンク

がかった色になります。パラグアイオニバスは虫が受粉の

手伝いをしてくれる花で、遺伝子の多様性を確保するため

に他花受粉を促すための植物の知恵です。 
 
 

 
８月１１日（木・祝）植物園イベント 「パラグアイオニバスに乗ろう」 

 

 

ニコボックス 

 

 

 

 

 
 

次回例会 :  2022年 ８月 30日（火） 12：30  名古屋東急ホテル３階 錦の間 

桜花学園高等学校インターアクトクラブ活動報告 

 


