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☆黙祷  ☆歌唱 「それでこそロータリー」  ☆会長挨拶 ５０年を振り返る ― 1976 年 

☆幹事報告         ☆委員会報告 ＩＭ実行委員会 他 

☆卓話：山口利通君「追悼記念週間卓話」 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      

第 51 代会長 河本啓伸 
第 51 代幹事 横山宏実 

1960   8  10 

2011 年 1 月 27 日（木） 第２４７１回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 27 

＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

地域を育み、大陸をつなぐ 

創立５０周年を祝おう 2010～2011 年度 

◎幹事報告 

◇ＲＩより 試験的プログラム 参加クラブ募集の連絡 

      ・衛星クラブ試験的プログラム ・法人会員試験的

プログラム ・準会員試験的プログラム  

      ・革新性と柔軟性のあるロータリー･クラブ試験的

プログラム  参加申請書の提出締切日：4/1 

◇ガバナー事務所より   

＊米山奨学金終了学生終了式/歓送会開催の案内 

 ・２/２０(日) 終了式…15：00～16：00 歓送会…16：30～

18：30 ・藤沢産業ｾﾝﾀｰ６F『研修室３』 

◇東京世田谷ＲＣ 高橋会長より 台北西北区ＲＣ 訪問時

のスナップ写真 寄贈 ◇タウンニュース 

◎例会変更    

☆平塚南  １/２８(金) 夜間例会 

        ２/１８(金) 夜間例会 ⇒ 通常例会 

◎会報着 茅ヶ崎湘南 

◎委員会報告 

ＩＭ実行委員会［小林委員長］： 

ＩＭプログラムの確認と運営協力の 

お願い 

＜茅ヶ崎ロータリークラブ＞第１７代会長：小室硬一 幹事：

青木春男 会員：６２名 出席率：99.97% スマイル：

￥1,779,645 茅ヶ崎湘南ロータリークラブ創立（９月２日）

亀井・大村・山口・広川４氏が茅ヶ崎より移籍 台北西北ＲＣ

姉妹クラブ４つが共同プロジェクト“台湾山地住民のための公

民館”（現地語で「福山村活動中心」）落成式（２月）＜ＲＩ＞

ロバート Ａ.マンチェスターⅡ（米国・ヤングスタウンＲＣ）

“SERVICE” Ｉ BELIEVE IN ROTARY「奉仕」 ロータ

リーを私は信奉する＜国内での出来事＞【社会的出来事】ロッ

キード事件、田中角栄前首相逮捕【新商品】ＶＨＳビデオデッ

キ［ビクター２５万円］、ほっかほっか亭一号店、初の宅配便

としてヤマト宅急便が誕生【流行語】記憶にございません［小

佐野賢次国際興業社主］、ピーナッツ［100 万円相当の賄賂の

こと。丸紅からロッキード社に渡された領収書にピーナッツ

100 個などの暗号が記されていた］、フィクサー［児玉誉士夫］

【新番組】クイズダービー、徹子の部屋、プロ野球ニュース【新

連載】こちら葛飾区亀有公園前派出所、まことちゃん、東大一

直線、がんばれ元気、ドカベン【映画】ロッキー【ヒット曲】

ペッパー警部、青春時代、失恋レストラン、山口さんちのツト

ムくん、横須賀ストーリー【スポーツ】モントリオールオリン

ピック：南アフリカとの交流を続けるニュージーランドへの制

裁がなかったため、アメリカの多くの国が不参加。男子体操５

連覇、女子バレー金メダル（白井貴子ら）、コマネチ１０点満

点を連発。陸上男子 100M で世紀の大遅刻（ハート、ロビンソ

ンの９．９秒コンビが予選の時間を間違えて敢え無く失格）。 

◎会長挨拶 ～５０年を振り返る ― 1975 年～ 
「追悼記念週間（1月 27 日を含む 1 週間）」とは 

1947 年 1 月 27 日は、ロータリーの創始者・ポール・

ハリスの命日です。1989 年 10～11 月の理事会におい

て、毎年この 1 月 27 日を含む 1 週間を、物故ロータ

リアンの冥福を祈り、生前の貢献を記念する週間とし

て「追悼記念週間」と指定しました。 



 
 
◎出席報告  成田栄二会員 

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 
１／２７ ２４７１ ３４ ３３ ２６ １ ６ ８１．８２%  

１／１３ ２４６９ ３４ ３２ ２５ １＋３ ３ ８１．２５% ９０．６３% 

 
◎スマイル報告 横山 貢会員 

下里洋一君 今日は警察署の武道始め式のため早退させ

て頂きます。また、ＩＭ実行委員会も出席できず、小林

君ごめんなさい。またまた、山口利ちゃんの卓話もごめ

んなさい。 
小澤耕一君 漸く調子を取り戻し、１月最後の例会に出

席できました。今年もどうぞ宜しく。 
伊藤留治君 本日武道始めの為、早退させて戴きます。 
池上 實君 日本の新春らしい「おこと」のプログラム

を配布させて頂きました。遊びがてらお出掛け下さい。 
河本啓伸君＆横山宏実君 小澤さん、お元気そうでよか

ったです。お大事にされて下さい。山口さん、卓話楽し

みにしていますネ。 
和田幸男君 山口さん、追悼記念週間卓話、よろしくお

願いします。 
粂 仁夫君 山口利通さん、卓話とっても楽しみです。 
平井 茂君 山口利ちゃん、卓話楽しみです。 
菅野 清君 風邪が流行っています。お互いに気をつけ

ましょう。 
出口敬純君 山口利通さん、卓話楽しみです。 
岩澤 正君 謹んでクラブの追悼週間に敬意を表しま

す。 
山本幸一君 松葉杖、だいぶ慣れてきました。松葉杖は

体重を支える手のひらが痛い、というのがよくわかりま

した。これを機に減量に励みます。山口さん、卓話期待

しています。 
小林 亨君 ２月１９日（土）ＩＭを寒川神社参集殿で

行います。我が茅ヶ崎ＲＣがホストです。全員出席です。

ご協力をお願いします。河本さん、台北の写真ありがと

うございます。 
［本日 13 件、24,000 円でした］ 
 

卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です 

卓話：「追悼記念週間卓話」山口利通君 

＝卓話者プロフィール＝ 
やまぐちとしみち  
1945 年 9 月 14 日生まれ 
（株）湘南山鉄 代表取締役社長 
1979 年入会  1987-88 年度幹事 
1995-96 年度会長 

現在の中国の賃金の状況は中国の都市部と農村部の所得

格差は 10 年前は３倍くらいであったが、現在は 10～20 倍

である。また最近の最低賃金は北京月/800 元～1000 元、

上海 1120 元、広東省 1030 元（21％増）湖南省 600 元（33％
増）。2011 年 1 月に 20.8％の増額があり月/1160 元（14400
円）になった。 
ちなみに今回のチベット旅行（2010 年 11 月現在）で調

べたところ、西寧のウエイトレスは月 900 元、ラサは 1000
元３食付、北京のホテルはパートで時間 10 元、社員月 1000
元２食付き、北京空港の女性販売員で月 2000 元である。

また現地で高山病にかかり医者の診断と点滴で 1700 元 

（≒25500 円）、医者の給与は月 3000 元。また現在の中国

での社会問題は大卒（630 万人）の 20％が就職難である。

大卒者は高賃金を要求するので工場労働者にはならない。

このエリート達の不満が学生運動になり、結果として国の

体制批判をかわすことになっているので、賃上げストは政

府としても好都合である。 
ＧＤＰについて 

中国の一人当りのＧＤＰは 4000 ドル（32 万円） 
日本の一人当りのＧＤＰは 4 万ドル（320 万円） 
しかし沿海部（上海、広東）のＧＤＰは 1.6 万ドル（130
万円）内陸部の一人当りのＧＤＰは 2000～3000 ドル（20
万円～25 万円） 
青蔵鉄道について・・西部４大開発の一つで 2006 年開通。

西寧からラサまで、標高 4000ｍから 5000ｍのまさに天空

を走る列車である。その他の開発は「西電東送」・・西(内
陸部)で作った電力を東に送る。「南水北調」・・南部長江流

域の大雨の水を、北部干ばつ地帯に移送する。「西気東

輸」・・西の天然ガスを東に送る事業。新疆ウイグルの油田

から取り出す。 
ラサ・・人口４６万 ほとんどがチベット人 ダライラマ

１４世（現在はインドのパキスタン国境に近いダラムサラ

に住んでいる）かつてチベット暴動を鎮圧したのは、胡錦

濤、新疆ウイグル地区の暴動を鎮圧したのは江沢民である。 
ポタラ宮・・サンスクリット語のポタラカから由来して観

音様が住む山の意味。入場料は日本人 2 千円、現地人無料。 
チベット仏教について ・・７世紀から１４世紀にかけて

インドから直接に仏教を取り入れたため、インド仏教直系

の大乗仏教である。 
大乗仏教、小乗仏教について・・大乗とは大きな乗り物の

意。大きな乗り物に乗って、ゆったりとした気持ちで彼岸

に届けてくれる様な教えが大乗仏教である。小乗仏教は大

乗仏教側が見下した言い方で、出家者しか悟ることができ

ないような厳しい修行を積む教えで、スリランカ、ミャン

マー、タイなどの東アジアの仏教国で広まっている。 
中国はこれから民主化の方向に進まなければ、大きな革

命が起きる可能性がある。それを阻止する為に政治体制を

2020 年の国家主席（周強）まで決めてしまっているのかも

しれない。2012 年国家主席：習近平、2020 年国家主席：

周強（共青団 胡錦濤派現在湖南省の省長） 

＝中国とチベットについての生の現地情報＝ 

チベットの玄関口西寧について・・青海省 北京から飛

行機で２時間 30 分 標高 2300ｍ 人口 200 万 回族の

色合いが強い。８割は漢民族。ここから青蔵鉄道でラサ

まで 2000ｋ、２５時間の列車の旅 
西寧のデパートのトイレ事情に見る社会主義国の実情

は、世界 2 位の中国のＧＤＰの実態を表している。内容

的には３０年以上差があり、ちょうど「風呂」の沸いた

直後の状態と同じで全体がまだこなれていない。まだ中

国は民主化には遠いチャリティー精神のない国である。 
 


