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◇歌唱 「手に手つないで」   ◇ガバナー地区大会謝辞（田中賢三ガバナー）    

◇会長挨拶     ◇幹事報告    ◇委員会報告 地区大会実行委員会 他 

◇卓話 加瀬義明会員「今日のベトナム事情」 古知屋光洋会員「ホセ・ムヒカ氏の言葉」 
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＝本日の例会行事＝ 
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月 日創立 

地区 

２０１５～２０１６年度 

世界へのプレゼントになろう 

2015 年 10 月 29 日（木） 第２６９４回例会 天候：晴れ 司会：大箭剛久副幹事 No. 16 

◎田中賢三ガバナー地区大会謝辞 

点鐘の音が少し小さかったこと以外は 

全てうまくいきました。これも茅ヶ崎 

ＲＣ会員の皆様のお陰です。 

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより  １１月度 ロータリ 

ーレートの通知 １ドル＝１２０円 

◇ガバナー事務所より 

＊米山学友会主催「国際交流会」の開催の案内 

 ・１１/２１（土） １３：３０開会  ・「清風」大和市福田２０１４－

１ ・会費：３，０００円   

◇茅ヶ崎商工会議所より 

＊平成２７年度優良産業人等表彰式の臨席について依頼 

 ・１１/１８（水） １１:００～１２:００ ・茅ケ崎商工会議所４階 大会

議室 ＊平成２７年度優良産業人表彰の助成金交付について

依頼  ・被表彰者 ４４名 ・助成金希望額 ４４，０００円 （１名

につき１，０００円） 

◇綾瀬ＲＣより   

＊神奈川ブランド鮎の稚魚放流事業の勉強会 報告書（概要） 

＊地区補助金の取り下げについて（ご報告）  

 1 提唱クラブ名 綾瀬ＲＣ  2.プロジェクト名 スリランカ盲学校

教育支援事業  3.経過等 別紙のとおり 

◇日本初ロケット火薬実験の地記念碑建立実行委員会より  

記念碑建立実行委員会の開催について 

・１１/２６（木） １８：３０～２０：００ ・茅ヶ崎市役所分庁舎５階Ａ

会議室 

◇タウンニュース  

◎委員会報告 

地区大会実行委員会［加藤会員］：地区大会の打上げを 11/20

（金）18時なんどき牧場にて開催します。 

親睦［水嶋会員］：11/19（木）は 11:30より田中ガバナーご

苦労様会を開催します。迎えのバスは 10:40山鉄ビル前から

出発予定です。 

会報［河本会員］：地区大会の写真を出来るだけ充実させた

いので、お持ちの方はデジタルデータの形でお貸し下さい。 

 

スマイル報告 西山国男会員 

田中賢三君 地区大会、大感激・大感謝です。１日目アトラク

ション「お琴演奏」、２日目アトラクション「バレエ」大好評

でした。 

大森久巳男君＆横山貢君 10月 24日・25日の地区大会、皆さ

まのお力で無事に実行することが出来ました。開催年度の会

長・幹事という立場でお礼申し上げます。ありがとうございま

した。 

成田栄二君 皆様、地区大会お疲れ様でした。委員長の加藤さ

ん、幹事の水嶋さん、名コンビでしたね！幹事グループの方は

まだ終りではありません。これからもよろしくお願いします。 

伊藤留治君 皆様、地区大会お疲れ様でした。 

池上 實君 加藤寛大会実行委員長指揮のもと田中ガバナー

年度の地区大会は見事成功裡に終了おめでとうございました。 

加藤 寛君 皆様のおかげで様にて地区大会大成功でした。茅

ヶ崎クラブ全員の力でした。有難うございます。 

清水賢一君 みなさま、地区大会ごくろうさまで。大森年度の

のこり、もりあげましょう。 

杉本行廣君 皆さん御苦労様でした。大きな仕事が済み、ホッ

としたでしょう。 

出口敬純君 地区大会、クラブメンバーの皆様大変お疲れ様で

した。 

斎藤信夫君 地区大会お疲れさまでした。加藤さん健康に気を

付けて下さい。 

和田幸男君 皆さん、地区大会お疲れ様でした。加瀬さん、古

知屋さん、卓話よろしくお願いします。 

古知屋光洋君 小林会員の代理で急きょプログラム委員長の

ため、卓話となりました。よろしくお願いいたします。 

澤邑重夫君 加瀬さん、古知屋さん、卓話よろしくお願いいた

します。 

大箭剛久君 皆さんが一旦停止で切符を切られないように、私

がおまわりさん達を引きつけておきました。皆さん、無事通過

できましたか？ 

吉田恵子君 地区大会の皆様お疲れ様でした。とても有意義な

経験が出来た事を感謝いたします。 
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◎出席報告 木村信一会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１０／２９ ２６９４ ４５ ４０ ２９ ８ ３ ９２．５０％  

１０／１５ ２６９２ ４５ ３９＋４ ３７ ２＋２ ２ ９０．７０％ ９５．３５％ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
大木 暁君 加瀬さんと古知屋さんの卓話、楽しみにしておりま

す。よろしくお願いします。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

加瀬義明君 皆様、地区大会お疲れ様でした！ 

半田朋子君 皆様こんばんは。先日の地区大会お疲れ様でした。 

中山富貴子君 地区大会お疲れ様でした。帰られる皆様からすば

らしい大会でしたとお声をかけられて、とても嬉しかったです。 

畠田宏冶君 地区大会大変お疲れさまでした。ステージへのご案

内係はリーダーの清水さんの指示の下、役割を全うできました。 

岩本好正君 地区大会が大盛況に終り、ホッとしました。皆様の

パワーと団結力を改めて実感いたしました。 

岩澤淑江君 大成功おめでとうございます。お一人お一人のパワ

ーを感じました。目的を一つに頑張ることで、皆様のお仲間入り

が少し出来たように思えます。 

西山国男君 地区大会お疲れ様でした。加瀬さん、古知屋さん、

卓話宜しくお願いします。 

［本日 25件、45,000円でした］ 

領」ということで有名になった方です。 

2012 年ブラジルで行われた「持続可能な開発会議」いわ

ゆるリオ会議でのこの大統領のスピーチの日本語訳が本に

載っていましたので、これを紹介させて頂きます。 

（前略）頭の中にある厳しい疑問を声に出させてください。

午後からずっと話されていたことは持続可能な発展と世界

の貧困をなくすことでした。私たちの本音は何なのでしょう

か？現在の裕福な国々の発展と消費モデルを真似すること

でしょうか？ 

質問をさせてください：ドイツ人が一世帯で持つ車と同じ

数の車をインド人が持てばこの惑星はどうなるのでしょう

か。息するための酸素がどれくらい残るのでしょうか。同じ

質問を別の言い方ですると、西洋の富裕社会が持つ同じ傲慢

な消費を世界の７０億〜８０億人の人ができるほどの原料

がこの地球にあるのでしょうか？可能ですか？それとも別

の議論をしなければならないのでしょうか？なぜ私たちは

このような社会を作ってしまったのですか？ 

マーケットエコノミーの子供、資本主義の子供たち、即ち

私たちが間違いなくこの無限の消費と発展を求める社会を

作って来たのです。マーケット経済がマーケット社会を造

り、このグローバリゼーションが世界のあちこちまで原料を

探し求める社会にしたのではないでしょうか。 

（中略）「貧乏なひととは、少ししかものを持っていない人

ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人の

ことだ」これはこの議論にとって文化的なキーポイントだと

思います。改めて見直さなければならないのは私たちの生活

スタイルだということ。 

私は環境資源に恵まれている小さな国の代表です。私の国

には３００万人ほどの国民しかいません。でも、世界でもっ

とも美味しい１３００万頭の牛が私の国にはあります。ヤギ

も８００万から１０００万頭ほどいます。私の同志である労

働者たちは、8 時間労働を成立させるために戦いました。そ

して今では、6 時間労働を獲得した人もいます。しかしなが

ら、6 時間労働になった人たちは別の仕事もしており、結局

は以前よりも長時間働いています。なぜか？バイク、車、な

どのローンを支払わないといけないのです。毎月２倍働き、

ローンを払って行ったら、いつの間にか私のような老人にな

っているのです。私と同じく、幸福な人生が目の前を一瞬で

過ぎてしまいます。 

そして自分にこんな質問を投げかけます：これが人類の運

命なのか？私の言っていることはとてもシンプルなもので

すよ：発展は幸福を阻害するものであってはいけないので

す。発展は人類に幸福をもたらすものでなくてはなりませ

ん。愛情や人間関係、子どもを育てること、友達を持つこと、

そして必要最低限のものを持つこと。これらをもたらすべき

なのです。幸福が私たちのもっとも大切なものだからです。

環境のために戦うのであれば、人類の幸福こそが環境の一番

大切な要素であるということを覚えておかなくてはなりま

せん。ありがとうございました。 

◆編集より：誌面の都合上、全文掲載に至らなかったことを

お詫び致します 

っています。今日はその辺のお話をさせて頂きます。 

 ベトナムには北にハノイ、南にホーチミンという有名な都

市がありますが、どちらかと言えばハノイは政治、ホーチミ

ンは経済の街という位置づけになろうかと思います。今年２

月に久しぶりにホーチミンに行って、随分と変わったという

印象でした。十数年前に行った時には売られているモノに値

札がついておらず、何でも交渉しなくてはいけないという状

態でしたが、今ではそこかしこにコンビニ、特にファミリー

マートがあり、また、日系企業ではイオンがホーチミンに３

店舗目を作ったところですね。郊外型で、広い敷地にとても

大きな駐車場があり、そのほとんどはバイク置場です。 

 現在ベトナムは平均年齢が 28～29くらいで、これからの数

十年は若い人たちが増えて、いろいろな需要が喚起されるの

ではないかと予想されます。今はまだ物価の上昇に対して賃

金水準が見合っていないという感覚がありますので、暮らし

がいいと感じていない人も多いと思います。ベトナム人の平

均月収は 400～500ドルと言われていますが、近年では外資系

企業も数多く入って来て、ベトナム人も他国の言葉を勉強し

て、そうした外資系の会社で働こうとします。そうした会社

では平均月収の倍に相当する 1,000 ドルを支払ったりしてい

ます。ですが、そのような高給取りのベトナム人たちは転職

率も高く、いろいろなビジネスチャンスを求めて移ってゆく

ようです。なので外資系の会社も人材確保が大変だそうです。 

 不動産投資の話ですが、ベトナムでは今年７月から法改正

によって海外居住者でも不動産を買うことが出来るようにな

りました。私は仲間と法人を立ち上げ、その代表者に出資す

る形で再来年の春に出来上がる予定の 50㎡ほどのワンベッド

マンションを買い、それを向こうの仲間の会社が日系企業に

貸すという形になります。場所はホーチミン駅からタクシー

で 10分ほどで、今は何もないところに１万戸のマンションや

商業用のビル、学校や病院も建てるというプロジェクトの一

環です。ベトナムでは家具つきで貸すのが普通のようで、私

物だけ持って来て賃貸することになります。諸費用込みで約

1,500 万円で 30 人が参加していますので、１人当り 50 万円

ほどの投資になります。 

 

卓話「今日のベトナム事情」 

加瀬義明君 

最近ベトナムのホーチミンでの不動産

投資プロジェクトに関わっていまして、

今晩も羽田からベトナムへ行くことにな 

卓話「ホセ・ムヒカ氏の言葉」 

古知屋光洋君 

アマゾンで購入した本についてお話

したいと思います。ホセ・ムヒカさんと

いう、南米ウルグアイで今年３月まで大

統領をされていた方の本です。副題にあ

りますように、「世界で最も貧しい大統

領」ということで有名になった方です。 


