
 
 
 
 
 
 
 

第 1685 回例会  

平成 23 年 12 月 19 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 35 名 

  出席率 58.33％ 前回修正出席率 66.67％ 

 

４．会長スピーチ      会長 田村 健治 君 

 本日は今年 後の例会です。今

日は中国の話をします。我々のク

ラブにも仕事上中国通の方が何

人かおられますが、４０００年の

歴史を持つこの国を知れば知る

ほど興味が尽きないと、私は思う

ようになりました。過去から現代、

中国で起こってきた現象につい

て、その因果関係を考えると本当におもしろいのです。

なぜなら、それらはすべて日本ではほとんど起こりえ

ない事柄だから、将来どうなるのか想像するのがおも

しろいのです。今、中国は多くの深刻な問題を抱えて

います。その１つは、これまで行ってきた一人っ子政

策により起きている大問題です。即ち、今結婚適齢期

を迎えている若者の男女比が大きく違うため、多くの

若者が嫁がなくて困っているのです。他には、中国が

世界で一番になった外貨準備高と、問題となっている

インフレとは濃密な関係があるという事等ですが、今

日は、他の国に住所を変える移民について話をします。

近中国官庁が発表した「中国プライベート財産管理

白書」によりますと、資産総額１００万元以上の富裕

層のうち、２７％が国外に移民したか移民を申請中で、

更に５０％弱が移民を考えているということが明ら

かになりました。こうした現象に対して、中国の研究

所は「富豪たちは生活の質向上と財産の安全を守るた

め、国外での子供の教育や手厚い福利厚生を求めて海

外に移住している」と分析しています。 
 海外に移住したい中国人富豪に人気の国は米国で

す。米国中華大使は「中国人の直接投資は、アメリカ

経済の発展に大きく貢献している。カナダやオースト

ラリアなど伝統的に移民を受け入れてきた国が、移住

の敷居を高くしているのに比べて、我々は移民を支持

している」とコメント。特に経済の低迷が続くアメリ

カでは、彼らを歓迎しています。特に米国不動産市場

では、ローンを組まずにキャッシュで物件を購入する

ため救世主となっています。また、富裕層に５年間の

長期ビザを発行する方針も取りざたされるなど、中国

人へのビザ発給条件が緩和されつつあります。外国が

中国マネーに期待する半面、中国国内ではマネーが国

外に流出し、経済が崩壊するのではないかという危機

感があります。では、富豪が逃げていく様を国民はど

う見ているのでしょうか？ネット調査によりますと、

約７０００人の回答のうち２１％が「政府は海外移民

を支持すべき」と答え、７９％が「政府は富豪の移民

を規制すべき」と答えています。「支持すべき」と回

答した理由については、「海外の生活はストレスが少

なく、自然環境も良いので移住したくなるのも当然。

又、富豪の流出は貧富格差拡大の末の結果。私たちは

富豪の移民を問題にするのではなく、貧富の格差問題

について議論すべき」といったものです。一方、「規

制すべき」という理由については「改革開放政策の前

提は、“富むことが出来るものから先に富む”だった

はず。所が、富んだ人たちは財産を分けることもなく

海外に逃げていくとはどういうことか。富豪の多くは

国家の資源を使って豊かになったのだから、我々普通

の国民にも分けるべきだ」というものです。 
 中国の所得格差が広がる中、政府は増税など対策を

打っていますが、富裕層が海外移民などをすることに

よって中国経済自体が痛手を負ってしまうのか、注意

深く見守る必要がありそうです。 
 

５．幹事報告         幹事 山畑 弥生 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

那智勝浦 RC 1 月 5 日(木)→1月 6日(金) 

12:30～ 熊野那智大社 

初詣例会 

粉河 RC 1 月 11 日(水)→1月 11 日(水) 

12:00～ 和歌山市 神路原神社祭礼殿 

新年例会 

○休会のお知らせ 
那智勝浦 RC 12 月 29 日(木) 
岩出 RC   1 月 5 日(木) 
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６．会員卓話          

○那須 正志君 

絶体絶命ガンの告知から、二年

半が過ぎました。もし、あの時に

転移していたならば、来年の６月

で三回忌を迎える事になります。

とにかく医者嫌いで、どんな病気

でも、ほっておいて 後は忘れて

治ってしまうとゆう得意技を持

っていました。しかし、ガンはそうはいきませんでし

た。日赤に担ぎ込まれた時は、立っていることも出来

ず、呼吸も困難な状態でした。医師の診断は、検査す

るまでも無くガン、それも進みすぎています。おそら

く開けて見なければ分かりませんが、全身に散らばっ

ていると思います。とにかく、ほっておくと破裂する

恐れがあります。とにかく緊急手術をします。それで、

開けて見るとガンの細胞が腸を突き破り外に出て他

の臓器と接触している。それなのに転移していない、

医師はこんなはずは無いと言うことで、体中の隅々ま

で検査してくれました。それでも転移は見られません

でした。医師に、「那須さん、あなたは奇跡です」と

ゆわれました。 

人生大きな転機が一度、二度訪れるとゆわれますが、

自分は病気になって、まさにその転機を頂いたと思い

ます。独立して商売をさせて頂いて 30 年近くになり

ますが、建設会社の仕事が９割、力もないのに大きな

仕事を取りに行く。職人の段取りもしなくてはいけな

いし、金も忙しく、手形を貰って来きたら一緒に不渡

りも貰って来る。とにかく 10 年、20 年とそんな繰り

返しでした。それが蓄積となって、ストレスとなって

病気になってしまったものだと思います。今回、手術

をして入院をして、考える時間と余裕を頂きました。

今までは、前を向いて走るだけでありましたが、今ま

での自分を振り返る事が出来ました。入院当初は、も

うとても現状復帰は無理だと思っていました。しかし、

まだまだ退職するにも早いし、もう少しの間、頑張り

たいと思っています。２年間で４度の手術。そして、

人工肛門（ストマー）を付けて２時間に－度、その世

話をしながら、とても仕事に復帰するのは無理だと思

いました。まして現場仕事は、絶対無理です。今度は

今までのように建築屋さんの仕事ではなく、一般個人

のお客さんをターゲットにリストアップして進んで

行くようにしました。 初は不安でありましたが、今

では忙しいぐらいの仕事を頂いて頑張らせて頂いて

おります。建築屋さんに行かせていただいているのは

大江建材店と箕嶋建設とあと個人の大工さんが少々

あるだけで、ほとんどは一般個人のお客さんです。本

当に考える時間を与えてくれた病気と今の健康に感

謝です。退院したあくる日から毎日の生活の一環とし

てやっていることがあります。まず、毎朝５時に起き

て、毛見の浜を 40 分かけて歩きます。冬場、真っ暗

な中、月明かりで、潮の香りと浜風を受けながら、昼

は仕事の合間をかい<ぐって、ＦＲＥＸで、歩いて、

走ってのジムをやります。そして、夜は食事をしてか

ら、2時間経つと、また、40 分歩きます。その効果が

現れてきて、ウェイトで 11kg、ウエストが 9cm 減に

なりました。手術する前の健康な時よりも今の方が、

もっと体調がいいです。 

再度、頂いた命です。当クラブにおいて社会奉仕、

あるいはボランティアにとしっかり使って頂きたい。

特に次年度は、大変な仕事を頂いております。店の定

休日を日曜と月曜と振り替えて頑張るつもりです。本

日は貴重な時間を有難う御座いました。 

 

○箕嶋 利一君 

 皆さん、こんにちは。私は入会

して間もないので、ロータリーの

ことは、まだ、わからない事ばか

りですが、例会や親睦会に参加し

て、多くの友達が出来ました。勉

強になることも多く良かったと

思います。 

 私の仕事は、海南市船尾で箕嶋建設を父親と二人で

営んでいます。家の建築がほとんどで、主に大工仕事

をしています。地元の良いお客さんにも恵まれ、沢山

の関係業者や職人さんにお世話になっています。奉仕

活動については、長い間、地域の消防団員として取り

組んでいることです。幸いなことに大きな災害もなく、

無事に活動できてきました。しかし、南海地震の心配

もあり、今回の東日本大震災のような想定外の災害が

おこらないように願っています。 

 また、私は小さい頃から野球をしていました。小中

高、社会人野球と今もソフトボールを続けています。

特に 40 歳以上のソフトボールの全国大会では、和歌

山県代表として、昨年、ベスト８まで勝ち進み、今年

は北海道まで行ってきました。ロータリーの野球部で

も早く甲子園でプレーしてみたいです。そのほか、ゴ

ルフも好きですので、皆さん、誘ってください。 

 これからも、皆さんのご指導を得ながら、ロータリ

ーの活動にできるだけ参加できるよう、仕事も頑張り

たいと思います。 

 

７.閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1686 回例会 24 年 1 月 6 日(金) 
    ロイヤルパインズホテル 18：30～ 
      2012 年 「新春夫婦例会」 
 
 
 

 

楠部 賢計君   キム・ジョンイル死亡の報に接し、

拉致被害者に幸あれと祈る。 
深谷 政男君   11 月にホノルルマラソンで、娘達

に伴走しました。 
魚谷 幸司君   父の葬儀の御礼。 

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


