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第 2097回例会  平成 30年 9月 10日（月曜日）第 8号  

 

本日の例会 ９月１０日（月）    第２例会 

『 東輪会合同例会 』近大マグロの誕生 

近畿大学水産研究所名誉顧問 熊井 英水様 

● ソ ン グ 『それでこそロータリー』 

次回の例会 10月 1日（月）   第 1例会 

● 卓 話 『ガバナー補佐を終えて』 

担当：百済 洋一会員 

●本日の献立 フランス料理 

前回の例会 ９月３日（月）    第１例会 

● ゲスト 鈴木ガバナー補佐様 

加茂ガバナー補佐エレクト様 

会長挨拶              金子 勝信 会長 

皆様、こんにちは。 

本日お越しいただいております青少年交換留学

生のゲブリエル君はじめまして。そしてようこそ

お越しくださいました。この１年は、ゲイブ君が

日本に留学して本当によかったと思えるよう頑張

ってサポートしていきたいと思います。皆様もど

うぞ宜しくお願いいたします。 

鈴木ガバナー補佐様ならびに加茂ガバナー補佐

絵レクト様、大変ご多忙の中、ようこそお越しく

ださいました。例会終了後のクラブ協議へのご出

席そしてご講評頂きますよう宜しくお願いいたし

ます。加茂ガバナー補佐エレクト様は同じ東輪会

のメンバーでもあり、大変心強く思っております 

さて、来週は、いよいよ当クラブがホストを務

めます東輪会合同例会です。他クラブに東大阪中

央さんは、少ない会員数ながら頑張っているなと

思っていただけるよう他クラブにアピールしよう

ではありませんか！ 

本日のクラブ協議会終了後、４階にてリハーサル

を行うことになっております。皆様には大変お手

数をおかけ致しますが、合同例会がうまくいきま

すように何卒ご協力の程宜しくお願いいたします 

昨日は、東大阪みどりさんの２０周年記念行事

である、橋本徹氏の講演会に参加してまいりまし

た。講演会のテーマは、「若者よ！明るい未来に

向けてテイクオフ」だったのですが、講演会の参

加者の大半は中高年であり、橋本氏も急きょ話す

内容をかえるなど、少し困っていたようでした。

公演の趣旨としては、「失敗を恐れず何事にもチ

ャレンジして、たとえ壁にぶつかっても命までは

とられないので、恐れることはない」といった内

容でした。ただ前半は、政治の話が多く、他の政

治家やコメンテーターの実名を挙げて攻撃してい

たのは、橋本氏らしいなと感じました。 
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BE THE INSPIRATION 
 インスピレーションになろう 

  2018～2019年度 国際ロータリー会長 バリー・ラシン 
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幹 事 報 告           尾崎 元幹事 

1.本日予定しておりました、第 3回定例理事役員

会は東輪会準備のため開催せず、後日議案を配

布し、書面決議とさせていただきます。 

2.例会終了後、第 2回クラブ協議をシェラトン 5

階カトレアの間にて開催いたします。鈴木慶一

ガバナー補佐、加茂次也ガバナー補佐エレクト

ご臨席です。 

理事役員、各委員会委員長の皆様には、「クラ

ブ概況報告書及び計画書」を忘れずにお持ちく

ださいますようお願い致します。 

3.9月 8日（土）は 2018-19年度 クラブ社会奉

仕委員長会議 が 10：00より大阪府社会福祉

会館にて開催されます。岡本社会奉仕委員長に

ご出席して頂きます。宜しくお願い致します。 

4.次週 9月 10日は当クラブがホストを務めます

東輪会合同例会でございます。本日クラブ協議

会後にリハーサルを 4階浪速の間にて行いま

す。会員のみなさまにはぜひご出席をお願いい

たします。また、東輪会のプログラムと担当表

を配布しております。ご確認をお願い致します 

5.9月 13日（木）午後 6時から第 1回情報集会

を当ホテル四川にておこないます。 

  会員の皆様には是非ご出席ください。また今

年度より会費を当日徴収することになりました

ので、よろしくお願いいたします。 

6.先日配布しました書面による「プロジェクター

買替え議案」は賛成多数で可決承認されました

事をご報告申し上げます。 

 

出 席 報 告           中村 委員 

本日の会員数 １８名 

本日の出席者数 １４名 

本日の出席規定適用免除会員 ８名 

本日の出席率 ９３．７５％ 

７月３０日の修正出席率   ９４．１２％ 

 

 

 

ニコニコ箱報告       ＳＡＡ 岩橋 竜介 

金子会長 鈴木ガバナー補佐様、加茂ガバナー補

佐エレクト様、本日はよろしくお願い

致します。ゲイブ君ようこそお越しい

ただきました。 

尾崎幹事 鈴木ガバナー補佐様、加茂ガバナー補

佐エレクト様、クラブ協議会の講評よ

ろしくお願い致します。 

藤原会員 蘇 総領事さん、ようこそおいで下さ

いました。卓話を宜しくお願いしま

す。 

佐藤会員 本日は台湾駐大阪総領事 蘇様ようこ

そ当クラブへおいでいただきました。

多謝 

百済会員 鈴木ガバナー補佐、加茂ガバナー補佐

エレクト本日は宜しくお願いします。 

岩崎会員 例会欠席のお詫び 

細川会員 来週９月１０日東輪会には、会員の皆

様ご協力のほど宜しくお願い致します 

佐井会員 蘇 啓誠総領事をお迎えして。 

岩橋会員 ゲイブ君 Welcome！皆さま、１年間宜

しくお願いします。 

青少年交換留学生報告 

 

ゲイブリエル・ 

バローズです 

１５歳でカナダの 

キングストンから来

ましたよろしくお願

いします大阪府立花

園高校に通います。 
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当クラブから派遣している岩橋映美も 9月 14

日から 16日にかけて、キャンプ・オーバールッ

クにて開催されました 7040地区のウェルカムキ

ャンプに参加して、他の交換留学生やリバウンド

の学生、地区の委員の方々と楽しい時を過ごしま

した。 

 

マット・マートン選手 被災地お見舞いの来日 
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去る 9月 17日に、元阪神タイガースのマット・マ

ートン選手が、西宮の教会で催された、台風 21号

の被災者や近隣の方々、またファンの方々が約 300

名ほど集う中で、励ましのメッセージと集った方々

にサインをし、記念撮影をして励ましてくださいま

した。自分も現役の時には様々な困難にぶち当た

り、苦しむことがありましたが、自分一人では乗り

越えられなかったことも、助けてくれるいろんな

人々と一緒に取り組む時に、その困難を乗り越え、

勝利を掴むことができたことを話してくれました。

午後 3時半から天満橋のレストランで行われたイベ

ントには、金子会長が駆けつけ、マートン選手との

旧交を温める時もありました。当クラブで 2回にわ

たってシープケア学校の給食支援のチャリでイベン

トをしたことをよく覚えていてくださり、金子会長

のこともよく覚えてくださいました。今回のイベン

トのサイン会のために、当クラブが色紙を提供しま

したが、来場者はもとより、マートンさんにも喜ん

でいただけました。人のために何かをする時に、一

人で大きなことはできないことが多いのですが、み

んなで小さなことを実行して積み重ねる時に、そこ

に素晴らしいものが生まれるのだということ、マー

トン選手が語り、今回の来日も自分にできること

を、考えているだけではなく、まず一歩踏み出そう

と思い立ち、実現したのだと教えてくださいまし

た。まだまだ、人気の衰えないマートン選手、また

次の来日の際には、当クラブにも来ていただいて、

共に社会のためにできることをしたいと思います。

（岩橋 報告） 

卓話          担当 佐井 義昌会員 

 

『台日関係過去、現在と展望』 

台北駐大阪経済文化弁事処 聰領事 蘇 啓誠様 

 

 

【台日関係の基本構成】 

＊台湾と日本は地理的に一衣帯水の隣国であり、 

歴史的なつながりも深く、文化交流も密接であ

る。戦後の 1953年に双方は正式な外交関係を樹

立して以来、相互に大使館を設置し、大使を派

遣してきた。その後、国際情勢の変化により、

1972年 9月に双方は外交関係を停止した。 

 

＊両国政府は、二国間の密接な実質的関係を維持

するために、1972年 12月に台湾側は「亜東関

係協会」を設立し、日本側は「財団法人交流協

会」(後ほど「公益財団法人」の名義に変更し

た)を設立した。 
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【日本の台湾に対する貢献(戦前)】 

・台湾近代化の基礎となった 

・国勢調査、戸籍制度の実施 

・交通、電力、農業、水利、及び金融等の 

・インフラにおける建設 

・医療・衛生の整備 

・教育の普及 

・法律制度の確立 

 

【鉄道について】 

植民地時代の地名がそのまま残っているため、台

湾の鉄道駅名に日本と共通するものが多い。実は

日本統治時代にはもっとたくさん同名駅があっ

た。「光復」駅となった旧「上大和」駅のように、

戦後、台湾風に改名された駅も多いのだ。 

 

 

 

【戦前、台湾への移民】 

台湾の開発を進展させるため、人口が少なく、開

発も遅れている台湾東部に日本からの移民を奨励

した。三移民村-吉野、豊田、林田 

 

【台湾と日本の歴史的な繋がり-湾生】 

湾生とは日本統治下の台湾で生まれ育った日本人

のことで、その数は 20万人にも上ると云われてい

ます。敗戦により日本に強制送還された彼らは、

日本人として生きながらも、台湾への望郷の念を

抱き続けています。 

 

 

【台日の国民感情】 

 
 

 

 

【2018年 2月 6日台湾花蓮地震】 

蔡英文総統 閣下 

 

この度、台湾東部において大きな地震が発生し、

大きな被害が出ているの報に接し大変心を痛めて

います。亡くなられた方々への御冥福を心からお祈り

するとともに、被害に遭われた皆様に、心からのお見

舞いを申し上げます。 

東日本大震災の際に、古くからの友人である台

湾の皆さんから本当に心温まる支援を頂いたこと

を、今でも日本国民はよく覚えています。台湾の困難

に際して、日本としては必要な支援を何でも行いた

いと考えです。既に警察や消防などの専門家チームの

派遣を行ったところであり、捜索・救助活動を全力

で支援する考えです。 

2018年 2月 8日 

日本国内閣総理大臣 安倍 晋三 
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【日本人の台湾に対する意識】  

(2017年 11 月調査) 

 

【2017年台日間において重大な進展】 

 

▪ 日本台湾交流協会 

1972に設立された財団法人交流協会は 2017年 1

月 1日から、公益財団法人日本台湾交流協会と

名称を変更した。 

▪ 台湾日本関係協会 

1972に設立された亜東関係協会は 2017年 5月

15日から、台湾日本関係協会に名称を変更しま

した。 

互いの立場を認める名称変更は、非常に有意義

な出来事です。誰にでも分かりやすくなり、台

日関係の新しい時代が始まったと言えます。 

 

▪ 5月の世界保健機関（WHO）総会を巡って、菅義

偉官房長官や日華懇の平沼赳夫会長、古屋圭司

幹事長らが台湾の参加に支持を表明したことに

触れ、日本の国会議員にも多大な協力をいただ

いた。 

▪ 日本で BSEが発生した 2001年以降、日本産牛肉

の台湾への輸入を停止していたが、9月 18日付

で解禁した。  

 

 

元 台北駐大阪経済文化弁事処聰領事 

蘇 啓誠様のご冥福を 

心より祈り申し上げます。 

 

米山学生レポート    ﾉﾙｱｲﾝ ﾋﾞﾝﾃｨ ｱﾌﾞﾄﾞﾗｰ 

【学生生活で感じたこと】 

現在、総合理工学研究科に在籍しています。私は

2年前に 3年生の学部生として日本に来ました。

それ以来、授業だけでなく、留学生として言語や

習慣などが色々学んだことができます。最初は友

達を作ることが難しいと思って心配していまし

た。これは、自分の日本語があまり良くないと思

うので、日本語を使うのは心配です。しかし、一

人の同級生が私に近づいてきて、声かけられて、

友達になりました。それ以来、もっと自信があっ

て、日本語も練習することができます。友達と一

生に勉強して、色々なこと教えられたり、相談し

たりして、本当に良かったと思います。これは、

他人からの助けを受けているだけでなく、彼らを

教えるためにも頑張っています。 

研究室に入った後、私のラブメイトはすべて親切

で、私を差別しないとうれしいです。私の研究に

取り組む友人がいて、多くの状況で相談すること

ができて安心することができます。自分の国の違

う点があって、学部生だったら研究室に入らなく

て卒業のためのプロジェクトだけがあります。そ

の理由で、研究室に入るのが新しい経験でメリッ

トがあると思います。 

日本では、学生がアルバイトをするのが普通です

から、アルバイトもしています。これは、私が日

本語を上達させることができ、多くの国の客さん

と対応する必要があるため、コミュニケーション

スキルを向上させることができるので、私に新し

い経験をもたらします。それ以外にも、私は日本

の多くの習慣を学び、自分の国との違いを目の当

たりにする日本のさまざまな場所を訪れました。

また、学生としては、授業だけでなく社会の環境

も学ぶ必要があると思います。これは、私たちが

将来どこに行くにしても、自分自身を調整し、責

任を負うことができて、批判的思考者とみなされ

ます。留学生としては、勉強や社会生活にも多く

のチャレンジがありますが、この機会が自分の成

長のメリットがあると考えられます。 
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