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本日の出席率８０.０４％：会員数４１名・出席３１名・欠席８名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター ０名

前々回の修正出席率１００％：出席３１名・メークアップ８名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんにちは。 ３月２日に開

催されましたＩＭに参加してまいり

ました。 野口パストガバナーに言

わせるとロータリアンは　「Ｈｅ　ｉｓ　

ｍｙ　ｍｏｔｈｅｒ」 「我がまま」 だそう

です。 我がクラブにも・ ・ ・ 言え

ません。 ロータリーの楽しさは歴

代パストガバナーにお聴きますと

その中の御一人が連れ合いを亡く

すと一番理解できるとおしゃいました。 私たちが理解するには、

数十年、 もっと先になりそうですが、 野口パストガバナーは、 別

の意味で ・ ・ ・ ・ ・ くなったそうです。 会員の皆様もお気を付け

ください。 また一言ロータリーを楽しみたいなら「自分が好きな人・

何度でも会いたいと思う人に出会うこと、 探すこと」 がロータリー

ライフが楽しくなる早道だともおしゃいました。 退会防止のため

にも実践していきたいと思います。 何よりも新入会員が必要で

す。 会員の皆様には是非お願い致します。

　先日は男が嫌われるくせについてお話ししましたが、 今度はど

んなに彼女が欲しいと思う男性でも 「付き合いたくない女性の特

徴」 ということについて会員の皆様はもちろんお子様に、 お孫さ

まにアドバイスできるよう覚えて頂きたいと思います。

①恋愛への依存度が高い女性

「常に彼氏が欲しいと言っている」 「クリスマスの前に付き合おうと

する」 「些細なことですぐ ・ 好きになった ・とかいう女性。 そうい

う人は些細なことできもちがかわる」 と思われます。

②女友達が少ない女性

 「同性の友達がいない女性は微妙。 これは人間性に問題があ

る可能性大」 「陰口を言いまくる女性。 そういう女性は自分の悪

口もいっている」 「合コンで自分より明らかに見た目が劣る友達し

か連れてこない女性。 打算的でずるい印象」　

③批判的な言動をする女性

「血液型の話になると急に怒り出すＢ型には要注意」 「自分の感

覚が絶対に正しいと思っている言動」「会話の中に否定や 批判、

愚痴が多い、 そういう女性とは付き合ったときに楽しく過ごせると

は思えない。」 その他 「ボディタッチがやたら多い女性。 慣れて

いるんだなと警戒する」 「よく笑う女性。 笑顔を作って自分の感

情や思考を分からないようにしている人が多い」 「あまりにも自分

のことを好きになってくる女性。 何目当てと　疑ってしまう」 そう言

われる人は ・ ・ ・ ・ しか私は心当たりがありません。

１．例会変更
　   有田ロータリークラブ

　３月２６日 （火）　１２：３０→１８：３０～

　かむら　太良ＲＣとの合同例会のため

　４月　２日 （火） １２：３０→１８：３０～

　有田ポーセリンパーク　観桜例会のため

佐世保東ロータリークラブ
　４月　４日 （木） １２：３０→３月３０日 （土） １９：００～　　

　　ホテルオークラＪＲハウステンボス　観桜家族会のため　

２．来　　信
・国際ロータリー
   ザ ・ ロータリアン　３月号の送付

・ガバナー事務所
　「SAKUJI 作戦－入会候補者推薦状 （改訂版）」 の送付

・地区大会事務局
　４月６日の地区大会交通手段の確認について

・ガバナーエレクト事務所
　２０１３～２０１４年度地区協議会のご案内

　日時　５月１２日 （日） １３：３０～

　場所　ホテルオークラＪＲハウステンボス

・鴨川　潔第５Ｇガバナー補佐
   山口二郎第６Ｇガバナー補佐
　第５グループ ・ 第６グループ　ＩＭの御礼　　

　

３．伝達・通知
       特にありません。 　　　 

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
３月５日は啓蟄でいよいよ暖かくなってまいりました。 啓蟄の

チツの字は難しいようですが、 幸せな丸い虫と書き、 まるで

幹事を表しているようです。 本日の卓話は長崎国際大学の

細田亜津子教授です。 どうぞよろしくお願いいたします。

大久保厚司副会長
長崎国際大学の細田教授の卓話を熱心に聞いてください。
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本日の合計　　　　     8,000 円

本年度の累計　　　667,000 円

ＳＡＡ：浅野訓一君

次回例会／３月１４日１８：３０～

次回献立／ステーキ丼、サラダ、スープ

《 インドネシアからみえてくること 》 

インドネシア共和国概略
人口：2億3800万人(2050年推計3億人）

民族 ： 約 300

宗教 ： イスラム教 88.1％、 キリスト教

9.3％ （プロテスタント６.１％、 カソリック３.

２％）　ヒンドゥー教 1.8％　仏教 0.6%

１３７００ （人工衛星では１８１１０） の島嶼

国家

日本との経済関係が非常に密である

経済指標　GDP　2010 年 7071 ・ 2011 年 8466 （単位 ： 億ドル）

一人当たり GDP  2010 年 3010 ・ 2011 年 3542　

                                         （単位 ： ドル、 世界水準の 40％）

経済成長率　　2010 年　6.1％ ・ 2011 年 6.5％　

貿易相手国　輸出　日本 16.6%、中国 11.3％、シンガポール 9.1％

　　　　　　　　 輸入　中 14.8％、 シンガポール 14.6％、 日本 11.0％

主要輸出品目 （対日本） 石油、 天然ガス、 機械機器、 銅鉱、               

　　　　　　　　　　　　　　　　 えび、 天然ゴム、 合板

輸入　　　　　　　　　          一般機械、 電気機器、 輸送用機器

インドネシアの主要産業
製造業 （24％） ： 輸送機器 （二輪車） 飲食品など

農林水産業 （15％）：パーム油、 ゴム、 米、 ココア、 キャッサバ、                

　　　　　　　　　　　　　コーヒー豆など

商業 ・ ホテル ・ 飲食業 （14％）

橋口佳周君
本日平成２５年３月７日、 ６３回目の誕生日を迎える事ができ

ました。 昭和２５年３月７日生まれです。 我々の年代は粗製

乱造と言われますが、 個性的な同級生が多いのはそのせい

でしょうか？

溝上純一郎君
結婚記念日の花、 ありがとうございます。

崎山信幸君
皆様こんにちは !! さきやまです。 只今、 ２５年度の予算に関

する３月定例議会まっさい中でございます。 本日、 理事会に

なっておりますが、 中座をいたしますことお許しください。 尚、

今回も３月１２日 （火） に午前１０時より議場において個人質

問をします。 内容は駅裏みなとまちづくり計画において、 既

存商店街に対する今後の対応について、 市長の考えを伺う

予定です。 都合のつかれる方は傍聴よろしくお願いいたしま

す。

八重野一洋君
皆さん、 こんにちは。 ２／１９は家族旅行、 ２／２８は息子の卒

業式で欠席させていただきました。 先週のＩＭでメイクアップ１回

分、 あと１回どこかに出席してきます。 ニコニコします。

鉱業 （12％） ： LNG、 ニッケル、 石炭、 錫、 石油など

日本との経済協力関係

無償資金協力 ： 11.2 億円

有償資金協力 ： 740 億円

技術協力 ： 92.47 億円

インドネシアの主要援助国
日本 52.5％、 オーストラリア 11.7％、 フランス 11.5％、 アメリカ

8.7％、 ドイツ 6.1％

日本からの直接投資 （単位億ドル）　　　

　　　　2009 年 6.8 ・ 2010 年 7.1 ・ 2011 年 15.2

歴史概略

　７C　　　　スマトラ仏教国　スリウィジャヤ王国

　８C　　　　シャイレンドラ王朝　仏教国　ボロブドール

１３C　　　　イスラム教、 イスラム文化の波及

　　　　　　　ジャワのマジャパイト王国　（イスラム王国）

1602 年　　オランダ ・ ジャワに東インド会社設立　　

　　　　　　  香辛料を求める

1799 年   オランダの直接統治下

1942 年―1945 年　日本軍による占領

1945 年　8 月 17 日　スカルノ＆ハッタ　インドネシア独立宣言

　　        オランダとの独立戦争　（～ 1949 年）　スカルノ大統領

1949 年 オランダはインドネシアの独立を承認

1968 年 スハルト大統領　開発独裁といわれた、 西側諸国との  

　　　　　　関係改善

1998 年 アジア通貨危機　ジャカルタ暴動　スハルト大統領辞任

1999 年 東チモール独立、　ワヒド大統領

2000 年 メガワティ大統領

2004 年　ユドヨノ大統領　　　

2009 年　ユドヨノ大統領再選

インドネシアの国是＝パンチャシラ （５つの徳の実践）＝多様性

の中の統一

１、 唯一神への信仰　（イスラム以外でもいいが無宗教は容認　

　　 されない）

２、 人道主義

３、 インドネシアの統一

４、 民主主義

５、 インドネシア全国民の社会正義

インドネシアは 1 億 7 千万人をこえる世界最大のイスラム教国家

調査などで理解している点
人々はゴトンロヨン＝相互扶助で家族、 年上、 先輩などを敬う

言語は約 580 以上、 民族は約 300 以上 ： これを多様性として

認めている （インドネシア語）

豊かな資源をいかし、 第一次産業を大事にしている

都市と農村の格差 ： 民族ごとの生活圏は独立しており、 それ

ぞれの地域、 民族でバランスを保っている。

伝統的な祭事、 行事、 文化を大事にしている＝若者はアメリ

カ文化の吸収

人に施しをしてあたりまえ、 もてる者は持たないものに与える、

ホスピタリティーは言葉ではない、 日本には好意的、 将来の豊

かな市場

「人はできないから排除するのではなく、 できることをやる役割

をもつコミュニティ」

どうして皆笑顔なのか！！？？

長崎国際大学 人間社会学部

　　　　　 教授　細田亜津子様　
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