国際ロータリー第2580地区

東京東村山ロータリークラブ
国際ロータリーテーマ

ロータリーに
輝きを

Vol.47

第2327回例会

今年度会長テーマ

2014.10.2

みんなで 熱く語ろう ロータリーを!!

■司会：石山会員

■会長報告

野村直前会長

■点鐘：野村直前会長
■国歌：｢君が代｣
■合唱：ロータリーソング
｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：
山本会員

昨日理事・役員会が開催されました。詳細は、
議事録をご参照願います。

■幹事報告

田中幹事

■お客様紹介：
中丸パスト会長

■ガバナー事務所：
・2015〜16年度｢ガバナー補佐就任｣依頼と｢次年度分
区幹事｣人選依頼の受理について
2015〜16年度多摩分区ガバナー補佐：野崎一重会員
2015〜16年度多摩分区幹事人選：締切10/31
・国際ロータリー第2ゾーン｢戦略計画推進セミナー｣
開催の案内の受理
2014年12月8日(月) 10:00〜
於 グランドプリンスホテル高輪

◆ゲスト：
◆ゲスト：
東京セントラルパーク
元米山奨学生
ロータリークラブ
劉 錦紅
鈴木 一成 様
(リュウ・ジンホン)様

■例会日／毎週木曜日 12:30〜13:30
■例会場／八坂神社 社務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町3-35-1

・広島豪雨災害義援金の報告と御礼について
68クラブ合計3,500,266円
9/29付第2710地区へ送金
・2014〜15年度地区委員、クラブ会長・幹事名簿の
訂正について
■クラブ管理委員会／飯田

能士

■事務所／〒189-0013
東京都東村山市栄町3-5-1ハイツむさしの101
TEL 042-393-7500

FAX 042-395-1166

・｢ポリオのない世界のための奉仕賞｣推薦について
クラブメンバー推薦締切：11/1
■国際ロータリー日本事務局：
10月のロータリーレート 1ドル＝106円

■出席報告

在籍会員数
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27 22

北久保会員
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出席率

84.00

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：4名
■前々回出席率メークアップ修正後：84.00％
■前々会メークアップ者：
中丸会員：分区親睦ゴルフ
野村(高)会員：理事会
飯田会員：分区親睦ゴルフ
金子会員：理事会

■ニコニコＢＯＸ

■皆出席：
野村(高)会員(12回目)

清水会員

■ご結婚祝月：町田会員

◆野村直前会長、田中幹事：
東京セントラルパークロータリークラブ
鈴木一成様、ようこそお越し下さいまし
た。また劉錦江様、本日の卓話よろしく
お願いします。
◆赤木会長：今日と明日、税理士会の会議で甲府に出
かけるため、例会を欠席致します。野村
パスト会長よろしくお願い致します。東
京セントラルパークロータリークラブの
鈴木一成様、本日は当クラブにご来訪下
さいまして大変ありがとうございます。
劉さん、本日の卓話よろしくお願い致し
ます。
◆野崎会員：劉様、本日は卓話よろしくお願いします｡
◆北久保会員：
劉錦江さん、東村山へようこそ。卓話よ
ろしくお願い致します。9月26日船橋西
ＲＣへ卓話に行かせて頂きました。無事
に務めることができました。ありがとう
ございました。
◆嶋田会員：劉錦江さんお久しぶりです。お元気に活
躍されている事を大変嬉しく思います。
今日の卓話楽しみにしております。

本日のニコニコ合計： 26,000円
累
計
： 637,000円

■今年度2580地区大会のご案内
■東京セントラルパーク
ロータリークラブ
鈴木 一成 様

東京東村山ロータリークラブの皆様今日は、本日は
地区大会のご案内にきました。
日時は、2015年2月16日(月)・17日(火)の2日間です。
場所は、新宿京王プラザホテルでございます。
講師は、宇宙飛行士の毛利さんになります。非常に興
味深いお話が聞けると思われますので東京東村山ロー
タリークラブの皆様の全員登録・全員出席を是非お願
いいたします。
本日は、お忙しい中お時間を頂き誠に有難うござい
ました。

■ガバナー補佐ご指名のご報告と感謝の言葉
■会員誕生祝月：
田中会員、相羽会員
野村(高)会員

■令夫人誕生祝月：
野崎会員

■野崎会員

次年度のガバナー補佐にご指名を頂き誠に有難うご
ざいました。謹んでお受けいたしガバナー補佐として
の役割をしっかりと務めさせて頂きます。

東京東村山ロータリークラブ

幹事は、パスト会長の町田会員にお願いをしたとこ
ろ快諾を得られましたので私の至らない所をフォロー
して頂き1年間立派に務めさせていただきます。
東京東村山ロータリークラブの皆様どうぞよろしく
お願いします。

■委員長報告

ので来週から出欠席をお願いします。実行委員会を早
急に決めさせていただきます。(社会奉仕委員会3+他7
名を指名)
皆様のご参加よろしくお願いいたします。

■会員研修委員会：
野村(高)委員長

■ロータリー財団委員会：
當麻副委員長

皆さん今日は。ロータリー財団からご報告です。来
月は、財団月間になります。
地区から財団委員が卓話で来られます。再来年の50
周年に向けて当クラブも色々な事業がございますので
地区の補助金に関してのご講義もお願いしています。
次に今年は、皆様の財団・米山の寄付状況を綴って
あります。あなたも150ドル言う事で一編に1500ドル(16
万円以上)は、難しいと思われますので毎月1万円位をお
願いしたいと思います。私が例会毎にこれを持ってお
伺いしますので嫌わないでポケットマネーをお願いい
たします。
最後になりますが、2580地区は、財団の資金に関し
ましては、全国で3番目になります。1人平均に直すと
133ドルです。特に東村山RCは、それをかなり下回って
いますので、次は貢献できるように皆様のご協力をお
願いいたします。

ロータリーの友の紹介です。今月は、職業奉仕・米
山月間(本日の卓話の劉さん)です。8ページ｢米山紹介｣、
｢世界大会サンパウロの紹介｣、51ページ・50ページ｢バ
ギオ基金｣を読んでください。

■卓話
■卓話者紹介：
野崎パスト会長

■卓話者：元米山奨学生
劉 錦江 (リュウ・ジンホン)様

■社会奉仕委員会：
小町委員長

皆様お手持ちの資料(産業まつりにご協力を)をご参照
願います。
昨日理事会で承認を頂きまして本年度の産業まつり
に関しての事なのですが今年で53回を迎えます。当ク
ラブも昨年までは、戸澤会員・杦山会員の協力で牛蒡
と玉葱の販売が大変人気が有り定着していましたが近
隣からの大人の事情がございまして今年度からは、ロ
ータリーのＰＲを違う形で行うこととしました。今年
度は、同じ場所でロータリーの奉仕活動を紹介し青少
年の情操育成を目的とした内容で行います。(テント内)
具体的な内容は、
1. 紙芝居の実演(ロータリーの奉仕の紹介と青少年育成
に関するもの)
2. ロータリーの活動パネル(ポリオ・地雷除去・バギオ等)
3. 食べ物販売(綿あめ・水飴等)
4. 遊び(けん玉・だるま落とし・風船等)
5. ＰＲ(ロータリーのロゴ入りティッシュ)
日時は、11月8・9の土日、10時〜16時です。
皆様のご協力お願いいたします。時間がございません

皆さん今日は、またお久しぶりです。リュウ・ジン
ホンです。野崎さん過分なご紹介誠に有難うございま
した。
9年前に例会に参加(卓話)をさせていただきその時、
現幹事の田中さんが私の話をお聞きになりご入会のキ
ッカケとなったとお聞きしまして大変嬉しく思います｡
当時、日中関係があまり宜しくない状況(東シナ海の
ガス田共同開発)の時で、本日も日中関係のお話をした
いのですが、緊張する政治関係のお話は避けもう少し
気楽にお話が出来たらと思います。
今日は、中国の今現状(事情)をお話したいと思います｡
私は、上海大学の医学部(薬学部ではありません)の出
身です。卒後今年で28年になります。

東京東村山ロータリークラブ

1992年〜1993年に米山奨学生として東村山ＲＣにお
世話になりました。当時のカウンセラー(野崎征一さん)
にお会いしたかったのですが大変残念です。会員名簿
を見させていただきまして当時のお世話になった方々
の半数は、お亡くなりになり大変心が痛みます。
予防医学を2年間勉強後中国で製薬会社に勤務しまし
その後個人事務所を開設し薬の臨床開発(新薬)の仕事を
しています。
11年が経過しますが竹田製薬・アステラス製薬・大
塚製薬等30社以上の会社にお世話になっています。
高齢化社会のお話をしたいと思います。60歳以上の
方々が総人口の30%以上で高齢化社会になりますが日本
では、4人に1人が高齢者となっています。中国は、
2013年人口が53億6千万で60歳以上の割合が13％位(1億3
千万人位)は、日本の全人口より多いです。
毎年860万人が高齢者になります。2050年には、3人
に1人が高齢者になる計算になります。日本は、介護施
設やデイケア・老人施設等が充実していますが中国で
は、現状としてかなり不足しています。要因は、介護
保険がありません(自己負担で高額)。伝統的な考えがあ
り子供が親を見る(見取る・介護する)のが常識で施設に
預ける文化(考え)がありません。お年寄り多くが自分の
家を持っていて施設に入所する考えがありません。経
済的な側面も有ると思いますが、日本人の退職は、65
歳ですが、中国では、男性60歳、女性50歳と結構早く
退職金が大変に少ないです。(お年寄りは、お金があり
ません)
中国では、今後の高齢化社会に対し日本を参考にビ
ジネスチャンスを伺っています。特に介護のツール、
ノウハウ、スタッフの育成、経験を見習っています。
中国の政策で老人ホームも建設・建築も始まっています｡
お金持ち(富裕層)が急増していまして、それは、10年
間で中国の経済が飛躍的に成長したのが原因と考えま
す。ビジネスチャンスが沢山あります。チャレンジす
る人がそれを掴んでいると思われます。大都市の土地
の値段が10倍〜数十倍になり黙っていてもお金が入っ
てくる方が非常に多いのも要因の1つでしょう。
中国人の富裕層に対する概念は、年収約200万元(3200
万)以上、資産が1000万元(16,000万)を云います。恐く東
村山ロータリークラブの皆さんの殆どが富裕層だと思
います。(笑)
世界を見ますと第1位がアメリカ、2位が日本、3位が
ドイツ、4位が中国、5位がイギリスです。富裕層の問
題が数多く出てきています。不動産です。中国人が他
の国の不動産を買い占めています。銀座の一等地のマ
ンションも一括キャッシュで買い取ったりしていま
す。自分が住むのではなく投資目的です。中古マンシ
ョンが人気で利回り10%以上の物件を探し求めていま
す。また自分の子供を留学させ資金を中国から子供の
居る国へ資産を移動(流出)させています。日本人は、そ
ういうことをしませんが中国では、社会問題になって
います。
現在日本に居る中国人は、約15万人で東村山市の人
口と略一緒です。日本からも中国へ移住される方も多
いです。退職された方や技術者の方々が第二の人生と
してビジネスチャンスを伺う方も非常に多いです。コ
ックさん、美容師さん、医者、歯医者などです。中国
のレストランも日本式のレストラン(回転寿司等も含む)
が成功していますが日本から学ぶことが非常に多いで
す。しかし中国の食材には、特に気を付けてくださ
い。(笑)
中国では、海外・国内旅行が大変人気です。特に１
週間位の日本旅行が人気です。理由は、ビザの緩和と
円高で近くツアーの内容が良く安全で(言葉が通じる)、
人が優しい、清潔、サービスが充実である事が理由で

す。昨年7月の1ヶ月間での日本への外国人訪問者の数
は、100万人を超えています。1位韓国人、2位中国人で
す。中国人は、1人買い物で20万円以上使います。
10年間でラインの普及がすごいです。殆どの中国人
が、ラインを使用していますがフェイスブック、イン
ターネットは普及が進んでいません。(犯罪が多くマイ
ナス面が多い)
日本は、1979年の日中関係改善から中国に応援し続
けてきました。ODAの総額は、30兆を軽く超えている
と言われています。中国は、日本が第1位の貿易国で年
間3000億円を超えています。日中関係が尖閣諸島の問
題で沈んでいますが私も米山奨学生として少しでも改
善できるように努力していきます。今の私があるのは
東村山ロータリークラブの皆様のおかげだと感謝して
います。この恩恵・温情を一生感謝申し上げます。
本日は、私の詰らないお話をお聞き下さり誠に有難
うございました。

■閉会点鐘：野村直前会長

■第4回(10月度)理事・役員会
2014年10月1日(水)
【議

於

たきび

18:30〜19:30

題】

1. 9月度収支明細報告書について
金子会計より、9月度収支報告がありました。
→承認されました。
2. その他
■東村山市産業祭について
小町社会奉仕委員長より今年度の実施要領(10月
2日配布)の説明があり、今年も例年通りの場所
で、協賛金5万円にて出展予定。
今年より、物販は行わずに子供達と親を対象と
したロータリー活動の紙芝居・その他数種類の
紙芝居を用意し、舞台道具・お菓子類を含めて、
野澤会員の協力得て、各種パネル展示等で実施
したい旨の報告あり。ロータリー活動の紙芝居
はこれから検討する事とし、当日配布するポケ
ットティッシュ等について会員協力を是非お願
いしたいとの事。
交通・消防少年団による募金活動は要注意。
実施日・時間は、11月8・9日 10:00〜16:00。
→承認されました。
■東京RCより、2014〜15年度｢東北すくすくプロ
ジェクト｣への協力要請(1クラブ5万円)がある旨
赤木会長より報告あり。
→討議の結果｢ロータリー希望の風奨学金｣への協
賛迄としたい旨の結論となり、今年度は見送り。
■会員増強の現在までの進捗状況を確認し、早期
に入会式が出来るよう全員で確認した。
■野村裕夫青少年奉仕委員長より今年度のクラブ
概況及び事業計画で本年度予算と前年度実績が
掲載されていないので、至急作成して配布して
欲しい旨の提案があり、
→承認されました。

東京東村山ロータリークラブ

