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勉

平成２８年３月１０日 №３２

■合唱：我等の生業

・３月２４日：斎藤 正淳さん
ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(6名 )小林､宮澤､石山､原、太田

２３６４回 16(14)

８

57.14％

－

－

大藤さん

２３６２回 17(15)

８

53.33％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)

がひらつか市民プラザで開催されていた「国際交流

◇ゲスト

子供絵画展」を見てきました。姉妹クラブの台湾嘉

・ 米山奨学生アルウイン・スプリアント君

◇会長報告

大藤

セ ケン

奨学金手交：

義 北 区 ロー タ リ ー ク ラ ブ を 通 じて 「 嘉 義 世 賢 国民

河本会長：今

小」生徒達の絵画142点、平塚市立の「なでしこ小

回が最終にな

学校」から44点、「港小学校」から25点（以上何れ

ります。アル

もA3サイズ ）、「花水 小学校」か ら1点(1.5m大画

ウイン君には

面）計212点の絵が展示されていました。何れも力

例会の最後に

作揃いでとても良い展示会でした。平塚南RCと平野

卒業のご挨拶

恵美子会長の平塚市で築いてこられた教育関係の人

な ど 頂 き ま す。 脈の賜物と思います。
2．昨日、アイクロス湘南で開催された地区 「公共
河本親秀会長

今日はまた寒

イメージセミナー」 に出席しました。

さがぶり返し

出席者102名＝DG,DGE,DGN,DGND,DGAはじめ今年度公

冬の気候に戻

共イメージ委員、次年度DGA,次年度地区研修委員、

りました。久

各クラブの会長エレクト、広報責任者等＝の出席が

しぶりに齋藤

ありました。

好正さんが出

今年度著しい成果を上げた奉仕事例発表 ：

席され嬉しい

・大和3RCによる「交通事故撲滅キャンペーン」(地

です。

区補助金活用)

1．平塚南RC

・横須賀RCによる「クリーンキャンペーン･ポリオ
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募金」

さんの後任に新宅文雄さんにお願い

・箱根RCによる「ようこそ箱根へ」

ました。

する事になり

5．今日井上さんから1名の推薦書が出まし

今年度公共イメージ賞受賞事例発表：
・最優秀賞：小田原RC「創立60周年記念コンサート

だの方は会員増強の為の推薦書早急

世界平和の祈り」

い。

・ 優 秀賞 ： 秦野 名 水RC「 腰 塚優 人 氏に よ る命 の 授

6．例会後50周年実行委員会をモロキニにて

業」

します。理事役員はお集まり下さい。

エンド･ポリオ･ナウ･キャンペーン･マニュアル の
説明。

◇幹事報告

た、ま

にお出し下さ
開催

井上浩吉直前幹事

回覧:

ロータリー認知度調査報告 ：9グループ中8グルー
よりの610枚のアンケート集計発表＝アンケート回

1．2015-16年度RI会長賞応募･推薦の依頼。
2．2016-17年度地区研修協議会登録の依頼

答者男性46％、女性54％
10代45名7％，20代51名8％，30代80名13％，40代90
名15％，50代112名19％，60代113名19％，70代以上

◇委員会報告 ：
☆スマイルボックス

112名19％

・河本親秀さん：

＝ロータリーマーク認知度

斎藤ドクター卓話

知っている35％，知らない65％

百瀬恵美子さん

楽しみにしていま

＝ロータリクラブ認知度

す。斎藤好正さん

知っている249名41％

ようこそ。アルウ

聞いた事がある144名24％

ィン君ようこそ。

知らない210名35％

・斎藤好正さん：

＝ロータリー認知媒体の種類

お久しぶりに出席しました。よろしくお願いします。

メディア(放送･新聞･雑誌):68名25.7％

・新宅文雄さん： ※斎藤ドクター卓話よろしくお

会員を知っている:131名49.4％

願い致します。※アルウィン・スプリアント君オフ

活動に参加協力:33名12.5％

ィシャル出席最後の日となりました。これからが大

入会･勧誘興味あり:6名2.2％

切です。出来れば一生涯お付合い願います。

その他:27名10.2％
上記各項目毎に男女別、年代別分析もありますが割
愛します。
媒体別･地域別取材窓口と活用方法「神奈川のメ
ディア」一覧表配布、
「ロータリーの効果的なプレスリリースの方法に
ついてPPTによる説明
メディア対策について毎日新聞社横浜支局長澤圭

・田中敏治さん： 斎藤先生卓話楽しみです。宜し
くお願い致します。アルウィンさん、卒業おめでと
うございます。これからも頑張って下さい。

・百瀬恵美子さん： 斎藤好正さんお久しぶりです。
アルウィン君ようこそ 御卒業おめでとう。斎藤ド
クター卓話楽しみにしています。宜しくお願いしま
す。

一郎氏のスピーチ
等々2時間半に渡る色々参考になる大変盛沢山の内
容でした。
3．4月17日(日)相模女子大学で行われる 地区研修･
協議会出席者 は次の通りです。
会長部門：百瀬恵美子会長エレクト
会員増強：井上浩吉さん
クラブ奉仕部門：新宅文雄さん
公共イメージ部門：河本親秀さん
社会･国際奉仕部門：田中敏治さん
ロータリー財団部門：守屋紀忠さん
出席者揃って会場に参りたいと思います。
4． 職業分類、会員選考 の担当者であった笹尾政儀
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◇卓話

た。それを南の農業地帯に持って来て農産物が沢山

◆◇◆ 日本近代・四方山話 ◆◇◆
斎藤 正淳さん

出来るようになった。李氏朝鮮時代は腹一杯食べら
れなかった。
統治を始めた日本は灌漑(川の氾濫を止める,水路を
整備する）を行い、新田の開発をした。農林試験所
を多く作った。全羅南道の試験所にいた技師がそれ
までの貧弱だった菜っ葉野菜を今の立派な白菜(山
東白菜)に作り変え今のキムチに使われている。
北の方では1941年に鴨緑江を堰き止めて水豊ダムを
造った＝その容量はアメリカのTVA(テネシー･ヴァ
リュー)に匹敵する＝その電力の半分で満州、半分
で朝鮮の必要電力を全部賄えた。1945年戦争に敗れ
た日本は総てそれらを放棄した。今も中国は電力の
半分を使用している。
当時の施設は総て北朝鮮が引き継いだ。その為当
時のGDPは南よりも高かった。1950年に朝鮮戦争が
始まり、総て破壊し尽くされ,北は全く振るはなく
なり、今のGDPは南が北の何十倍です。
中国東北部(満州)にも日本は鉄道を2万Km置いて

アルウイン君に語りかけ ：
貴方はこれからアジアの色々な国の人と関わりが
出てくる人だと思うので、この事を話しておきたい．

きました＝日本全体で1万2千Kmでした＝ロシアが入
ってきて線路を持ち去りました。
植民地として世界でやった、やられたという時、

日本は韓国を39年間統治していました。その時の韓
国の人口がどう変わったかの統計があります＝貴方
の国インドネシアの人口は現在2.5億人で世界第4位。
オランダ統治時代の人口を知っていますか?それを

その間の人口がどうなったかと言うことが統治の良
し悪しの判定の大きな指標になる。貴方の国/イン
ドネシアの歴史を見る時にその時代の人口の動きを
大いに参考にして下さい。

知っておくと面白いですよ。

日本で昔の人口を調べる時参考になるのが大名の

実例として、1910年の現南北朝鮮の人口は1,313
万人、朝鮮が解放された1945年の人口は2,900万人。
39年間で2.2倍になっています。日本の統治が悪か
ったら人口は増えません。安定した生活が出来るか
ら人口が増える。日本が統治する前の李氏朝鮮の人

石高です。加賀百万石、島津77万石等。人間が食べ
るお米の量は1年1石です.しかしそれが人口を表す
のではない。年貢の取り立て4公6民とか5公5民を知
る事で養われる人口が大体分かります。

口は500年続いています。その間人口は300万人しか
齋藤ドクターが子供時代、実家の土蔵内で発見さ

増えていない。それが39年間に1,300万人増えた。
日本は良い事も悪い事もしたはずです。しかし人口
が増えたと言う事は喰えるようになったと言う事で
す。今は南･北分かれていますが南は農業で生きて

れた明治時代の教科書の地図に掲載されている国名、
都市名の漢字表記です(資料配付)。皆さん読めます
か?

きた。北は鉱産物が豊富でしたがインフラの無い時
代でしたので未開発地域でした。日本が行って山が

国

多い地域でしたのでダムを造って水力発電を行いま
した。日本の黒部ダムに匹敵するダムを造った。長
白山＝日本の富士山に当たる神聖な山＝を源に東と
西に河が2本出ています。西へは鴨緑江、東へは豆
満江。この河が中国との国境です。鴨緑江の二つの
支流（センシン江とフセン江）にダムを造りパイプ
でその水を南に送り、興南に水力発電所を作りまし
た。その電力で空中窒素を固定化し窒素肥料を作っ
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名：
・愛蘭土

・英吉利

・和蘭

・白耳義

・諾威

・瑞典

・芬蘭土

・丁抹

・波蘭土

・蘇聯

・波斯

・露西亜

・葡萄牙

・西班牙

・瑞西

・独逸

・独乙

・墺太利

・洪牙利

・羅馬尼

・伊太利

・土耳古

・埃及

・印度

・緬旬

・濠太利亜

・新西蘭

・智利

・秘露

・亜爾然丁

・倫敦

・巴里

・伯林

・羅馬

・紐育

・桑港

・星港

・馬尼羅

卒業記念写真撮影：

都市名：

第2次世界太戦前に日本大使館を置いていた国は最
重要9カ国だけで、殆どは公使館でした。

英、米、

露、独、仏、伊、支、べルギー、ブラジルの9カ国
のみ大使館でした。
大使館→公使館→総領事館→領事館
今は殆どの国が大使館となっている。
アルウイン君挨拶
：1年あっという
間に経ちました。
いろいろ勉強させ
て頂きました。
昨日、生まれて初
めてお酒を飲んで
頭が回らない状況
なんですが･･
大磯クラブが私
の世話クラブとし
て、お呼び頂き良
かったと思います。皆様が温かい心で歓迎頂いて、
色々勉強できて嬉しかったです。他のクラブでも色

アルウイン・スプリアント君
修士課程卒業お目出度う！！

々対話しましたが、やっぱり大磯クラブが大好きだ
なと思います。奨学生として行ったクラブで余り旨

河本会長 ：

くコミュニケーションがとれないなと感じ、大磯ク

アルウイン君卒業お目出度う。この1年間アルウイ

ラブのロータリアンの皆さんが私が行ったクラブの

ン君の大らかなお人柄で楽しいお付き合いが出来ま

中で一番優しいのを感じています。奨学生の間、何

した。これから博士課程へ進まれるので、長のお別

も役に立たないですが、これからもどうぞ宜しくお

れで無く、今後もお会いできる事と思いますが、一

付き合いお願い致します。(涙)

旦区切りをつけて卒業祝いを差し上げたいと思いま
す。卒業お目出度うございます!!!
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＝会場よりお目出度う!!＝

