国際ロータリー第２７７０地区 ２０１４～２０１５年度

会長 染谷 宗一
幹事 荒井 信宏
会長エレクト 中島 頼光
ＲＩ会
ＲＩ会 長 テ ー マ『ロータリーに輝きを』
地区テーマ
『ロータリーはひとづくりそして奉仕』
クラブ会長テーマ『ロータリーであなたの素晴らしい魅力を出そう』

平成２６年１０月２日 第１９７６回例会
【点鐘】
【国歌・ロータリーソング斉唱】（奉仕の理想）
【誕生月祝い】
瀬尾拓也会員、本田栄一会員、池田節子会員、丸山裕司会
員、小山栄一会員
【記念月祝い】
石田国勝会員、石野榮一会員、中村幸江会員、染谷宗一会
員、豊田明久会員、久木野光弘会員、池田節子会員、中村直
弘会員
【米山功労者表彰】
米山功労者表彰】
石野榮一会員、池田玄一会員、大熊進会員、岡田信昭会員
【RLIパート
RLIパート1
パート1修了証】
修了証】
加藤修子会員
【ゲストビジター紹介】
米山奨学生 徐 暁潔
【誕生月祝い】

【米山功労者表彰】
米山功労者表彰】

【記念月祝い】

【RLI パート 1 修了証】
修了証】

有ります。大勢の会員の皆様から協賛金を頂き大変有難うご
ざいました。今年度もミニエスエルを行います。後ほど社会
奉仕委員会の中村委員長より詳細の説明は有ると思いますが、
皆様の参加、ご協力をお願い致します。
そして、１１月６日から国際理解図画展を開催いたします。
後ほど国際奉仕委員会の濱野委員長より日程や役割分担等の
説明があると思いますが、皆様のご協力お願い致します。
９月３０日に越谷クラブの夜間例会へ、荒井幹事・久木野親
睦委員長と表敬訪問に行きました。その日は中里会長のお寺
が会場でゲスト卓話で牛抱せん夏様の「怪談話」を聞いてま
いりました。お寺の本堂の中での怪談話でシチュエーション
がマッチしていて良かったです。６８名位の参加と聞きまし
た。さすが越谷クラブだなと思いました。以上ありがとうご
ざいました。
【幹事報告】
荒井 信宏 幹事
1. 10・11 月のプログラムが承認され
ました。
2. 10 月 30 日越谷東ＲＣとの合同夜
間例会・親睦ゴルフコンペの予算
案が承認されました。
3. 国際理解図画展の予算案が承認されました。
次年度から図画展から撤退することが決定しました。
4. 東日本大震災の復興支援として、宮古東ＲＣの植林事業
に当クラブが協力することが決定しました。
5. 地区からの報告は正式な手続き後になされることが決定
しました。
6. 外部卓話者の卓話のお礼は、会長がお礼の言葉により伝
えることに決定しました。
その他

【会長あいさつ
染谷 宗一 会長
【会長あいさつ】
あいさつ】
本日は、所要のため例会を欠席し岩渕副会長に、代行して
頂いております。
今月は、職業奉仕月間ということで、地区でも１０月１７日
に職業奉仕月間セミナープレミアム夜話会、地区活動方針の
ロータリーは人づくりに関連し「志を教える松下幸之助の人
づくり」上甲晃氏（じょうこうあきら）元松下政経塾副塾長
の講演などがあります。うちのクラブからも大勢の参加を頂
きました。ありがとうございます。
そして、１０月２６日は、社会奉仕事業の越谷市民まつりが

10 月 4 日（土）ロータリー・リーダーシップ研究会パートⅡ
があります。
浦和の埼玉会館にて 9：30 から開催されます。
参加者はよろしくお願いいたします。
地区の社会奉仕部門から広島土砂災害義捐金のお礼が来てい
ます。

【委員会報告】
委員会報告】
・ロータリー財団常任委員会
齋藤寿一 委員長
来週例会後終了後、委員会（約 10 分程度）を開きますの
で宜しくお願いします。
・社会奉仕委員会
水町俊介 副委員長
10/26 に越谷市民まつりが行われますので、大勢の会員の
参加ご協力をお願いします。
・米山記念奨学常任委員会
岡田信昭
岡田信昭委員長
信昭委員長
今月は、米山月間です。米山奨学会について、ガバナー月
信、豆辞典をお読みください。
・地域広報・雑誌委員会
石川勝利委員長
石川勝利委員長
ロータリーの友 10 月号をお読みください。
・東日本大震災チャリティー公演
仁多見廣和
仁多見廣和会員
廣和会員
11/26 久喜総合文化会館にて、東日本大震災チャリティー
公演「生命賛歌」が行われます。ご協力をお願いします。
【小林光蔵直前会長
小林光蔵直前会長より
直前会長より創立
より創立 40 周年記念誌について】
周年記念誌について】
創立 40 周年の記念誌が出来上がりましたので、本日会員
の皆様にお配り致しました。記念誌の中に、創立 40 周年を
迎えて、チャーターメンバーの糸賀会員、中野会員、吉田会
員の今までの思い出等の話を載せてありますので、是非読ん
で頂ければと思います。
創立 40 周年記念事業の石田実行委員長を始め、会員皆様の
ご協力があって、創立 40 周年事業を全て滞りなく終わらせ
ることが出来ました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
【南アフリカ訪問について
中村直弘会員】
中村直弘会員】
目的
お客様が南アフリカへの市
場を開拓する。
そのお手伝いと社会科見学。
日程
8/24(日): 成田 - バンコク
8/25(月): バンコク - ヨハ
ネスブルグ - ダーバン T グループ 2 社
8/26(火): T 工場 組立,塗装
8/27(水): ダーバン - ヨハネスブルグ - バンコク
8/28(木): バンコク - 成田
南アフリカ概要
・首都: ブレトリア
・人口: 約 4,740 万人
・宗教: キリスト教他
・時差: -7h
アフリカ市場
・人口の爆発的増加
2010 年:10 億人 ⇒ 2050 年:20 億人
・豊富な資源
原油、銅、ダイヤモンド、レアアース
・著しい経済成長
・生活水準の向上
・アフリカにおける最大の市場
・アフリカ全体へ拡大するための拠点
・今後の成長性に期待大
雇用上の問題

・労働争議
インフレによる賃金アップ要求
現状賃金: $800/月 (中国と変わらない)
・HIV 蔓延
技能訓練を受けた労働者が働けなくなる
⇒エイズ対策プログラム
社会問題
・経済格差
失業率: 25%(黒人: 30%以上, 若年層: 50%)
1 日$2 以下で生活する人口の割合: 31%
・治安
犯罪発生率は日本の 100 倍???
窃盗、ドラッグ、強盗、殺人・・・
警察も信用できない
・ヨハネスブルグの治安(2011/9 発表)
殺人事件: 15,940 件 (43.6 件/1 日)
殺人未遂事件: 15,493 件 (42.4 件/1 日)
武装強盗事件: 101,463 件 (277.9 件/1 日)
強盗事件: 54,883 件 (150.3 件/1 日)
性犯罪事件: 66,196 件 (181.3 件/1 日)
格差の原因
・アパルトヘイト(1994 撤廃)の影響が根強い
政治、職業、教育などあらゆる場面での差別
アパルトヘイト
(1)非白人の参政権のはく奪に関する法。
1984 年、カラードとインド人には参政権が与えられた。
(2)白人の入植・定着に必要な土地関係法。
アフリカ人は全国土の 13%の土地に分離された。
(3)白人地域でのアフリカ人の移動・居住を制限する法。
(4)職場で白人を保護する労働関係法。
(5)差別の根幹の 1 つを成す人種別教育に関する法。
(6)以上の法の施行に対する非白人の反対運動を取り締まる
治安関係法。

【米山奨学生 徐 暁潔 様あいさつ】
様あいさつ】
本日は中国の建国記念日につい
てお話をしたいと思います。
昨日は中国の建国記念日です。
中国では一週間の連休になりま
す。毎年の建国記念日はとても
大切な日です。花火があがり、
街中の公共の建物には中国国旗が立てられ、
「建国 65 周年お
めでとうございます」という条幕がかけられます。大抵、赤
色の条幕に黄色の漢字で書かれています。中国では赤はおめ
でたい色です。夜はお祝いのコンサートがあります。今年の
北京の天安門広場には全部で１２０種類７５万鉢の生花を設
置しました。とても綺麗だけど、毎年建国記念日に向けてあ
ちらこちらが花だらけになり、すごくお金がかかっているな
と感じます。それから国民は何をするかというと、旅行と結
婚です。ニュースを見て、今年の連休期間中には高速道路の
無料開放や観光地の入場料割引があり、旅行客数は３億６２
００万人と予想されています。また円安が進み、日本観光ツ
アーの価格が下がり、日本への旅行も人気となります。中国
人に大人気な日本の観光地は、北海道・東京・大阪・京都で
す。
また、
毎年の建国記念日で結婚する人がたくさんいます。
私の故郷だけでも今年４０００人くらい結婚式を行います。
私の友達も建国記念日に結婚する人が５人います。中国全部
で予想すると何万人が結婚するはずです。なぜ皆がこの日を
選ぶのかというと、１週間の休みがあり皆が参加できるとい
うことと、祝日に結婚することは結婚記念日として覚えやす
いからです。
【スマイル報告】
中村（直）会員、卓話ありがとうございました。
・・・・・荒
井幹事、浅水ガバナー補佐、大谷会員、飯泉会員、石野会員、
岩淵会員、小林（光）会員、加藤会員、水町会員、石川会員、
木村会員、田中（誠）会員、小林（武）会員、石塚会員、二
川会員、齋藤会員、中野会員、糸賀会員、野呂田会員、木佐
会員
飯泉会員、スマイル担当ご苦労様です。
・・・・・吉田会員
10 月です。涼しくなります。
・・・中島会員
南アフリカと言えば、鉱山が有名です。中村（直）会員は、
プラチナを買いましたか？・・・・・・遠山会員
徐さんようこそ。中村さん、卓話ありがとうございま
す。
・・・・・・・瀬尾会員、神谷会員、奥野会員
今月からブレザー着用をお願いします。
・・・・深井会員
二週連続で卓話を開いて頂きありがとうございまし
た。
・・・・・・中村（直）会員
米山記念奨学会のご理解とご支援をお願いしま
す。
・・・・・・・・・岡田会員
やっと新世代月間の卓話が終わりました。
・・・・・池田（玄）
会員
誕生日祝いをありがとうございます。
・・・瀬尾会員、本田会
員
記念月祝いをありがとうございます。
・・・石田会員、石野会
員
早退します。すいません。
・・・・・・・仁多見会員
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————— クラブプロフィール —————
【姉 妹 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 3460 地区
台中南区扶輪社（中華民国台中市）
【例
会
日】 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
【例会場・事務局】 〒343-0842
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
TEL 048－987-5761
FAX 048－987-5762
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp

