
 
 
 
 
 
 
 

第 1674 回例会  

平成 23 年９月 26 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング   「それでこそロータリー」 

３．出席報告 

会員総数 60 名 出席者数 40 名 

  出席率 66.67％ 前回修正出席率 75.00％ 

 

４．会長スピーチ      会長 田村 健治 君 

 昨日までの 4日間、中国の深セ

ンに行って来たので、今日はチャ

イナマネーについての話をしま

す。世界的な金融危機の一方、増

え続ける中国の富裕層。その数は、

ドイツやイギリスを抜き、世界第

３位に躍り出ています。長年、中

国富豪ランキングを発表してい

る中国在住の英国人ジャーナリストは「中国では、個

人資産が 10 億元（約 130 億円）の人数は大幅に増え

ている。2004 年当初、我々が見つけた 10 億元の資産

を有する人はたったの 100 人だったが、今ではすぐに

1,000 人見つけられる」とその数の急増ぶりを示して

います。また、他国に比べて富を築く時間も短く、普

通１０億元の富を築くのに約１０年必要と言われま

すが、中国ではたったの 3年と言われています。中国

の富裕層のおよそ 6割は、北京、上海など、主に東の

沿岸地域に集中しており、この内最も多いのは北京で、

1,000 万人の内 54 人が億万長者という割合です。中

国富豪ランキングに上がった 1,000 人の内、財産を受

け継いだいわゆる 2代目は、１％に満たず、近年富の

力を身に付けた人達が殆どです。では、中国の富裕層

はいかにして財産を築いたのでしょうか。毎年、長者

番付を発表している「フォーブス」によると、中国と

アメリカの富裕層上位 400 人を比べたとき、もっとも

大きな違いは、アメリカは不動産関係者が 40 位の前

で消えてしまう。しかし中国は、154 人もの不動産関

係者が 400 位の中に存在すると言うことで、興味深い

ことだと言います。国の持続的な経済発展の中、企業

家が自身で努力した結果ではありますが、一方で違っ

た面も垣間見ることができます。北京にある融資会社

によりますと、北京で巨大な富を手にしている人のう

ち三種類に分けられます。一つ目は、権力と資本に頼

って他企業の参入を阻止し、独占経営を行っている人。

二つ目は、不法収入や、入手ルートが不明な収入があ

る人。三つ目は、資源の採掘など独占経営している人。

つまり、富裕層の中でも勤労で富を手にした人は「30%

にも満たない」と言われています。 

今現代の世界的な金融・財政不安が起こっている中で、

資産を守る・増やすという観点から、投資を積極的に

行う投資家も増えてきているのも事実です。ただ、中

国社会の構造を見たとき、依然貧しい人々が多数を占

め、ほんの一部の人達に富が集まっているという現状

で、こうした社会構造はとても危険で、不安定だと指

摘する声もあります。巨万の富を手に入れた中国の富

裕層が、今後どういった方向に進むのか、そのあり方

が今後問われてくるのではないでしょうか。 

 
５．幹事報告        幹事 山畑 弥生 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
粉河 RC  10 月 5 日 （水）→10 月 5 日（水） 

12：30～ 紀ノ川市商工会２F 会議室 
岩出 RC   10 月 13 日（木）→10 月 13 日（木） 

12：30～ 例会 近畿大学生物理工学部 
有田 RC   10 月 20 日（木）→10 月 20 日（木） 

12：30～有田市立保田中学校 
（保田中学校授業参観） 

和歌山北 RC 10 月 24 日（月）→10 月 23 日（日） 
12；00～ルミナス神戸（秋の親睦家族例会） 

○休会のお知らせ 
和歌山北 RC  10 月 31 日 

○9 月ロータリーレート  １＄＝７８円 
 
６．委員会報告          

○社会奉仕委員   10/ 2 和歌山ダルクの講演 
○国際奉仕委員会 台湾・彰化東南 RC 訪問の参加

者募集（11 月 3 日から） 
○社会奉仕委員会 12 号台風の義援金受付 
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７．会員卓話 

○木地 義和君 
日刊自動車新聞よりますと

2011 年 3 月末で、国内総保有台

数は対前年比 3 万 2,722 台減の

7,866万773台で４年連続減少し、

登録車と軽を合計した乗用車の

保有台数は、対前年比23万6,636

台増の 5,814 万台に増加しまし

た。一方、貨物車は、景気後退の

影響で運送事業者に於ける減車が進み、対前年比 54

万 8,639 台減。昨年は、過去最高の保有台数を記録し

た二輪車も、対前年比 6,311 台減で、国内の保有台数

は、軽自動車の伸長が近年ますます顕著となり、全国

軽自動車協会連合会が算出した３月末の世帯当たり、

軽自動車普及台数は、100世帯当たり50.6台となり、

初めて２世帯に１台を超えました。軽自動車の保有台

数は今や普通自動車は、およそ 120 台を上回る約

1,800 万台に達しています。一方、登録乗用車は 10

年連続で減少。11 年は、ピーク時に比べ、近年の新

車販売台数のおよそ１年分に当る 440 万台が減少し

ました。一時は 8,000 万台の大台も視野に有った国内

の自動車保有台数も、高齢化や経済環境の悪化などの

社会情勢により、今後保有台数は、大幅なプラスに転

じることは考えにくい。現状の制度においては、維持

費が割安な軽自動車に変化しています。 

三菱ケミカルホールディングスが、三菱化学が開発

する有機太陽電池は研究レベルながら変換効率

10.1％を建成。今後 2015 年をめどに、変換効率を１

５％に引き上げられます。有機太陽電池は軽量薄膜、

曲面適用、色調調整で有り、自動車のルーフ、ボディ

ーへの塗装による装着が可能となります。重量は、正

味 500ｇ平方メートル、厚さは、発電層として、0.1

マイクロメートルで有り自動車の塗装工程に組み込

めば、発電機能を付与する事が出来ます。光電変換効

率 10％で５平方メートルの太陽電池を装着すれば、

電気自動車の走行距離にして年間 3,000Km に相当す

る電力を供給できます。フィルムに塗布した有機太陽

電池は、2012 年にサンプル配布 2015 年には、商業生

産を計画 自動車ボディーの様な曲面への塗装布も

そう遠くはない将来に実現する予定。CO2 排出削減へ

の有効なデバイスとして、期待されています。有機太

陽電池は、現在、住宅屋根に使われている、太陽電池

は、ガラス基盤に結晶シリコンの半導体を載せた物で、

市場の９割を占めています。 

○岸 友子君 

私は昭和 30 年、日本が高度

成長期の中で生まれ、不自由

のない生活をさせていただき

ました。父は税務署勤務でし

たが、昭和 44 年に税務署をや

め、岸会計事務所を開業しま

した。その時から私の人生は

大きく変わってきました。母

の大きな策略により、学校の

先生になりたいと言うほのかな夢から、税理士という

現実的な目標に変わっていきました。大学は経済、養

子。父は長男でもなく、岸家は本籍が広島の東城です。

そして、その後、海南へ移っているので、「岸」にこ

だわる必要もなかったのですが？でも「税理士」への

道を歩みました。大学の頃から 15 年間で税理士試験

の 5 科目を取り、やっと合格。結婚し、子供は 3 人。

家も一軒で、家族に感謝しています。60 歳で引退を

考えていた父にずいぶん待たせてしましたが、その後、

12 年程一緒に「税理士」をすることができました。 

税理士の仕事は「好き」です。納税のお手伝いをす

るという「社会的使命」を感じています。ＴＫＣ全国

的な同業者団体に加入し、“自利利他”中小企業の経

営のお手伝い→黒字決算に導くビジネスドクターと

して取り組んでいます。父の開業以来からのお客様も

おられ、本当にありがたいです。また、新しい出会い

があり、関与先になられた方々すべてに喜んでもらえ

るようなサービスをしたいと考えています。また、従

業員にも恵まれ、本当に事務所のことを考えていただ

き助けていただき、今日があると感謝しています。今、

娘が税理士の道を目指してくれています。母のように

「後を継がなあかん」とは言っていませんが、夫が言

ってくれたようです。ただ母の「兄弟、一緒にするな」

を守り、姉２人には、銀行員と警察官と言う仕事を持

つよう仕向けました。 

今の事務所が東南海の津波で危険区域なので、前か

ら、従業員のためにずっと移転を考えていました。そ

して、三女が事務所を継いでくれるということで新事

務所建築に踏み切りました。長年の夢だったのですが、

予想以上のものになってきているので、今後引き締め

て、好きな仕事をがんばって、社会にお返しをしたい

と思います。 

○小椋 孝一君 

 今年の 3 月 11 日に発生

した東日本大震災は、多くの

被害をもたらしました。そし

て、私は 8月１７日～２１日

に東日本大震災のボランテ

ィア活動に行ってきました。

アクトのメンバー６名と RC

クラブからは、中西さん、阪

口さん、中西さんの息子さん

2 人の１１名で行きました。

宮城県の気仙沼市で瓦礫の撤去や分別を行いました。

「町がなくなる」こ

の光景をみて、津波

の被害の凄さを痛感

しました。また、和

歌山県での台風12号

の被害で、多くの方

が被災しました。勝

浦に同業者もいて、

組合から 900 万円相

当の物資を送りました。廃棄物の環境汚染などもあり、

職業を通じて協力しています。 



８．閉会点鐘 

 

次回例会 

  第 1675 回例会 23 年 10 月 3 日(月) 

    海南商工会議所 ４F 18：30～ 

   夜間例会 お誕生日、結婚記念のお祝い 
ゲスト卓話 「いのちのうた」プロジェクト 

           俳優  小西 博之様 

 
 
 

 

田村 健治君  このたび、中国で桑添さんをはじめ、

皆さんにお世話になりました。 
岸  友子君  二人目の孫（男の子）が生まれまし

た。カワイイです。今日、卓話させ

ていただきます。 
寺下  卓君  昨日まで４日間、楽しい旅行でした。

桑添さんをはじめ、皆さんにお世話

になり有難うございました。 
宇恵 弘純君  中国の視察研修旅行に桑添さんに大

変お世話になりました。 
山東 剛一君  ・・・・・。 
木地 義和君  久しぶりに前でお話しさせていただ

きます。 
深谷 政男君  中国旅行では、桑添さんに大変お世

話になりました。 
小椋 孝一君  桑添さんに大変お世話になりました。

本日、卓話させていただきます。 
柳生 享男君  桑添さんありがとうございました。

また、ツアーに参加した皆さん、い

ろいろ有難うございました。 
 
 
 
 
 

ＲＩ会長メッセージ  
より若い会員をロータリーに 

 

バネルジーＲＩ会長は

「私たちは、過去、現在、

未来のロータリー家族に

責任があります。私たち

の世代のロータリアンが

最後ではないのです」と

述べています。会長は、

ロータリーに新しい生命

力や活力を吹き込む、よ

り若い会員が必要であり、

そのためには新しい情報

ツールを活用して、それ

らの世代に歩み寄らなけ

ればならないと、話して

います。 

私たちは 2011－12 年度の色をもっています。そし

て、その色は緑です。なぜ緑なのでしょうか？ 緑は

新しい命の色、広がった枝からぱっと開く鮮やかな葉

の色だからです。ロータリーにとって今が緑の時期で

あることには疑いもありません。そして、私たちの深

まりゆく青みがかった灰色から、もっと明るい色合い

の緑に置き換えるのです。 

 

若い会員を連れて

くる 

全体として見て

みると、40 歳以下

は 11％にすぎず、

それに対して 50 歳

以上が 68％、60 歳

以上が 39％です。

今、私たちが手をこ

まねいていると、10 年後、20 年後、そして 30 年後に

どのような結果をもたらすことになるかは明白です。

単に、新会員を入れるだけでは十分だとは言えません。

私たちには、私たちの組織に新しい生命や活力を吹き

込む、より若い会員を連れてくる必要があるのです。 

私たちが若い人たちにとって、より魅力的になるには

どうしたらいいでしょうか。彼らは一世代、あるいは

二世代前の専門職が若かったころとは多くの点でか

なり異なっています。そのためには、私たち自身が彼

らに歩み寄らなければなりません。多くの若い世代、

彼らの居場所はインターネット、フェイスブック、ツ

イッター 、Eメール、それにスマートフォン上です。 

インターネット上に存在しないクラブは、若い世代に

関する限り存在しないといっても過言ではありませ

ん。クラブのウェブサイトは公の顔なのですから、そ

れは質の良いものでなければなりません。 

ロータリーの家族というアイデアに立ち返る 

 何にも増して、私たちはロータリーの家族というア

イデアに立ち返る必要がある、と私は信じています。

ロータリアン、その家族、ローターアクターやインタ

ーアクター、青少年交換学生やその経験者、ロータリ

ー財団学友など、私たちはロータリー全体を一つの家

族として見る必要があります。私たちは、ロータリア

ンだけではなく、すべてのロータリー家族の維持につ

いて考える必要があるのです。 

新会員を見つけるのに、私たちは外部に目を向けて、

声をかけてくるのを待っている私たちの若い世代に、

目を向けないことがよくあります。私たちは、将来の

クラブ会長やガバナー、そして国際ロータリーのシニ

アリーダーとなり得る、有能で情熱をもった新会員を

見つけるつもりで、若い世代を見なければなりません。 

私たちは、過去、現在、未来のロータリー家族に責任

があります。私たちの世代のロータリアンが最後では

ないのです。 

 私たちは本当の意味で、私たちのロータリーの家族

を受け入れるために手を差し伸べなければなりませ

ん。そうすることで、より博愛を広めることができる

のです。 



ロータリー平和センターの 

素晴らしさを元平和フェローが語る 
 

毎年、平和に熱意を

傾ける人々がロータ

リー平和センターに

留学し、平和に向けた

国家・国際協力や紛争

解決について学んで

います。これらの平和

フェローは、国際関係、

持続可能な開発、平和

研究、紛争解決といっ

た分野の修士号、また

は平和と紛争解決の

分野における専門能力開発の修了証を取得します。 

そんなフェローの一人、アレハンドラ・ルエダ・ザラ

ーテさんは、ロータリー平和センターで学んだスキル

を生かして、母国コロンビアの貧しい農村の人々を助

けています。「これまでの自分の経験に加え、ロータ

リー平和センター・プログラムで国際的な知識を身に

付けたおかげで、農村部の発展や貧困軽減に取り組む

自分のプロジェクトを立ち上げることができた」と話

すザラーテさんは、カリフォルニア大学バークレー校

のロータリー平和センターの 2010 年卒業生です。平

和センターに留学する前は、農産業に携わっていたザ

ラーテさん。「僻村部の農家の

人たちが力を付け、貧困から脱

出できれば、コロンビアにおけ

る紛争緩和にも良い影響をも

たらすでしょう」   

平和推進の取り組み 

ロータリー平和センター大

口寄付推進計画へのご寄付は、

平和センタープログラムの将

来を確かなものとし、新たな平

和フェローに機会を提供していくために生かされま

す。既に 600 名以上の学友（元フェロー）が、寛容と

協調の精神を推進するために世界中で活躍していま

す。 

9 月 21 日の「国際平和デー」にちなみ、これら元

フェローたちに、平和センターでの経験が各自の現在

の仕事にどのようにつながったかを聞いてみました。 

○「ロータリー平和センター・プログラムのおかげで、

アメリカ連邦議会のビルに胸を張って踏み入れ、自

信を持って外交政策アドバイザーの仕事に応募す

ることができました。アドバイザーに求められる知

識と経験、そして度胸を（平和センターで）身に付

けました」デューク大学／ノースカロライナ大学

（米国）の 2006-08 年度フェロー、シャイ・タマリ

さん 

○「米国外交官としてリビア、ソマリア、イエメンの

国際組織と一緒に仕事をする際、平和センターで学

んだ知識と経験が直接役に立ちました」パリ政治学

院（フランス）2004-06 年度フェロー、ティム・ハ

インズさん 

○「私はドイツの開発協力で気候保護プログラムを担

当しており、気候変動に直面している発展途上国の

開発を援助しています。

（平和センター・プログ

ラムで）全体像を把握す

る力を身に付けたおか

げで、ドイツ代表として、

気候の問題に取り組め

るようになりました」ク

イーンズランド大学（オ

ーストラリア）2005-07

年度フェロー、サリー・

レイシーさん 

 

歌手からボランティ

アの道へ 
 

ジェシカ・ザビエルさんが歌手として初めて歌を披

露したのは、ロータリー・クラブのクリスマス・パー

ティーでした。その後、プロの歌手としてヒット曲を

歌い、雑誌の表紙を飾り、テレビにも出演したザビエ

ルさんですが、突然、歌手引退を決意しました。 

「歌手として活動を続けるよりも、子供たちにかか

わる仕事がしたいと思うようになったんです」と話す

ザビエルさん。最近では 1カ月間、ユプカリ村でのボ

ランティア活動に従事しました。この村では、非営利

団体「Rupununi Learners 」が学校や文化センターを

設立し、絶滅の危機にあるクロカイマンの研究所も設

けています。この村で、ザビエルさんは図書館や学校

を手伝ったり、補助金の申請書を作成するといった活

動をしました。 

現在は、ガイアナの首都ジョージタウンに住み、マ

ーケティング会社を経営しています。所属するロータ

リー・クラブには、ほかにも多くの若い会員がおり、

活発に活動しています。毎年、若者のための就職相談

会を開いたり、先住民の居住地域に出向いて保健キャ

ンペーンを実施して、HIV、子宮頸がん、糖尿病など

の検査も行っています。 

時折、街中で声をかけられたり、自分の曲がラジオ

で流れているのを耳にすると話すザビエルさんです

が、今は歌よりも大切なことがほかにあると言います。

「ボランティア活動を通じて、自分のためではなく、

ほかの人のために何かができると実感できるのは、と

ても素晴らしいことだと思います」 

会報委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：千賀 知起  委員：朝井 修  奥村 匡敏  大谷 徹


