
 
 
 
 
 
 
 

第 1706 回例会  

平成 24 年 6 月 4 日(月) 
18：30～ 海南商工会議所 ４Ｆ 
夜間例会 お誕生日、結婚記念のお祝い 

 

１．開会点鐘       

２．国歌斉唱         「君が代」 

３．ロータリーソング     「奉仕の理想」 

４．お客様紹介 
インドのご夫妻   グルミット様 

プリート シン様 
      米山記念奨学生   代 向斐  様 
５．出席報告 

会員総数 59 名 出席者数 38 名 

  出席率 64.41％ 前回修正出席率 76.27％ 

 

６．会長スピーチ      会長 田村 健治 君 

今日６月４日は虫歯予防

デーです。歯の治療は風邪の

ように自然治癒が望めない

ので、皆さん早い目に歯医者

さんへ行きましょうね。 

今夜の例会には、シンガポ

ールから、花田さんのご友人

のグルミット夫妻がゲスト

としてお見えになっていま

す。後ほど宅話よろしくお願

いいたします。いよいよ今年度の例会も最終月に入り

ました。この１年色々ありましたが、会長スピーチの

原稿作りのために何倍もの時間を読書に使いました。

お陰様で、ロータリーのことや世界の状勢につき勉強

できたこと、有難く思っています。 

今日はインド人のお客様が来られましたので、それ

にちなんだお話をします。21 世紀に入ってからの 10

年間､世界経済は中国の驚異的な需要膨張に牽引され

てきました｡そうした中で今後｢ポスト中国｣を探すグ

ローバル企業が目を向けているのは､インドを核にイ

ンド洋沿岸地域に形成されつつある｢インド洋経済

圏｣です。「インド洋経済圏｣は地理的概念でいえば､

インドを真ん中に､南はオーストラリアから東南アジ

ア諸国連合(ASEAN)の一部を包含して北上し､西はイ

ラン､サウジアラビアなど中東諸国、さらにケニア､

モザンビークなど東アフリカを南下して南アフリカ

共和国にいたるインド洋を取り囲む地域です｡インド

洋経済圏には豪州とシンガポールを除けば先進国は

含まれておらず、大きな存在であるインドの GDP はま

だ世界第 10 位に過ぎません｡－人あたり GDP が 1000

ドル未満の国が半分以上という途上国の集合体です｡

ですが､巨大な人口とその多くを占める莫大な若年労

働力が存在し､さらに中東地域には原油と天然ガス､

東アフリカには未開拓の農耕地と様々な地下資源が

あります｡今､インド洋を媒介にそれらの国々が結び

つき､相互補完性を発揮しながら成長期に向かい始め

ているのです。21 世紀に入って､新興国・途上国の経

済成長の大きな要因として､生産年齢人口(15 歳以上

64 歳まで)が注目されるようになりました｡２５歳未

満の人口が総人口に占める割合は中国 36.3％に対し

インド 49.8％と圧倒的で､インド洋経済圏の人口は

中国の 2 倍近い 25 億人｡なんとその過半が 25 歳未満

の若年人口です｡ 輸出型生産拠点として外国企業を

誘致するには豊富な若年労働力は最も強い武器です。

さらにインド洋経済圏の工場労働者の月額賃金はサ

ウジなど一部の富裕国を除けば 30～80 ドルの水準に

あり､250 ドル前後まで上昇した中国はとても太刀打

ち出来ません｡ そうした豊富な若年人口と安い人件

費を狙って､世界の企業が労働集約的な産業を中国か

らインド洋経済圏に移転しつつあります。中国政府は

工場労働者の最低賃金を引き上げ､内陸地域での雇用

の創出など労働者､農民の収入底上げ策を続けており､

インド洋経済件との賃金格差はますます拡大してい

くと予想されます｡製品輸出や部品､原料の調達の物

流を考えれば､中国の内陸よりも海に面したインド洋

経済圏の方がはるかに条件が良いのは明らかです。中

国が｢世界の工場｣の地位を保つにせよ、中国に並び立

つ製造業の集積となる日も近いのではないでしょう

か。安定成長路線に転換するという政策意図を込めた

ものだとはいえ、中国は 2012 年の成長率目標を従来

の 8％から 7,5％に引き下げると宣言しました。これ

に対しインドは、7.5～8％にすると表明しています｡

成長率でインドが中国を抜いたとき､インド洋経済圏

が本格的に浮上してくるでしょうね。 

 最後に今日の話を一言で言いますと、「これからは

中国よりインドです」。 
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６．幹事報告         幹事 山畑 弥生 君 
○メーキャップ 

 ６月１日 泉大津 RC  平尾 寧章君 

○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山北 RC  6 月 18 日（月）→6 月 18 日（月） 
19:00～ ホテルグランヴィア和歌山 ６F 

（最終夜間例会） 
和歌山中 RC  6 月 22 日（金）→6 月 22 日（金） 

19:00～ アバローム紀の国 
（クラブフォーラム） 

和歌山南 RC  6 月 22 日（金）→6 月 23 日（土） 
17:30～ かつうら御苑（移動例会） 

6 月 29 日（金）→6 月 29 日（金） 
ダイワロイネットホテル和歌山 

（最終夜間例会） 
粉河 RC  6 月 27 日（水）→6 月 27 日（水） 

18:30～ パンドン 粉河 515 
（ありがとう家族例会） 

○休会のお知らせ 
高野山 RC   6 月 15 日（金） 
和歌山北 RC  6 月 25 日（月） 
岩出 RC    6 月 28 日（木） 

 

７．ゲスト卓話              紹介者 花田 宗弘 君 

グルミット 様 

Gurmit Singh  62 才      

学校の先生(英語，保険体育） 

プリート シン 様  

Preetinder Kaur 55 才 

インド伝統文化の伝授教育者 
出身 インド北部パンジャブ州 
国籍 シンガポール共和国 

 
○シンガポール概要 
赤道直下の常夏の国、

面積は淡路島位、人口は

約 500 万人。多民族国家

で中国系７６％、マレー

系１４％、インド系８％、

他２％です。宗教も多数

混在するが争いは無く

平和に暮らしています。

仏教、キリスト教、回教、

ヒンズー教、ユダヤ教、

シーク教、ゾロアスタ教

他です。 
東南アジアでは最も

近代化の進んだ国ですが悩みは水。大半はマレーシア

よりパイプを通じて輸入しているので、供給ストップ

や価格アップの危機を抱えているので、排水ろ過や海

水淡水化のプロジェクトが進んでいます。また、労働

者不足で、日本と同じように少子化進行と単純労働回

避の傾向から外国人の労働者移民が増えています。さ

らに、食料問題。ほとんどは輸入に頼っています。量、

質、価格共に問題はないが、外食する人が増え、栄養

バランスが良くないのか健康を害し早死にする割合

が増えています。 
○シーク教 
インドの北部パンジャブ州に多い宗派で、特徴は偶

像は存在せず、人類は全て平等で家族を初めとして地

域社会に貢献することを意図しています。 
髭を伸ばし、ターバンを着けているのが特徴で、寺

院内では履物を脱ぎ、ベジタリアンフッドの食事で禁

煙，禁酒。外では特に制限はないが、精神は守らなく

てはならない。肉類は苦しまずに始末された物なら許

される、アルコールも少しなら良いが禁煙です。 
 

８．乾杯                   副会長 中村 文雄 君 

 乾杯の発声もあと少しになりました。

皆さんのご多幸、ご健勝を祈念いたし

ます。「乾杯」 
 
９．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1703 回例会 平成 24 年 5 月 14 日(月) 
     12：30～ 海南商工会議所 ４Ｆ 
ゲスト卓話 海南市 まちづくり部 

  地籍調査部 課長 炭 典樹 様 
 
 
 
 
 
 
 
 
☺会員誕生日 
   ３日 宇恵 弘純君   ２４日 三木 正博君 
 １０日 角谷 勝司君  ３０日 中西 秀文君 
☺奥様・ご主人誕生日 
 １０日 阪口 節子様  ２２日 寺下 十茂子様 
 １７日 上中 由貴様  ２３日 上野山 衣利子様 
 ２２日 倉橋 直美様  ２４日 田村 純子様 
☺一般ニコニコ 
柳生 享男君  先日、ゴルフコンペで優勝しました。 
吉田 昌生君  東京文京区の本駒込にある「六義園」

を紹介します。江戸の名園を今に残

す和歌の日本庭園です。海南更紗満

天星（カンナンサラサドウダン）も

紹介します。 
 

 

 

 

          海南東ロータリークラブ 

          

                  押してね！ 

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


