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本日の出席率７２.５０％：会員数４１名・出席２８名・欠席１１名・出席規定免除会員（２）１名・ビジター １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。 アベノミクス

効果で、 円安 ・ 株高、 一時期乱

高下はするかもしれませんが、 超

円高はしばらく無いように思われま

す。 しかしながら貿易収支はいま

だ赤字傾向が続いています。 原

因は、 石油・ ガスなどエネルギー

の輸入が円安で高騰し、 エネル

ギーコストが増加しているのが一因です。 貿易収支が本当の意

味で黒字にならなければ日本の景気は回復しません。

　私のいるタクシー業界では円安でＬＰＧガス ・ 燃料が高騰する

のが一番困ります。 佐世保でもハイブリット車をよく見かけるよう

になりましたが、 燃費がリッター当たり１８キロと良いためでタク

シーに使用している会社が増えています。 しかし原因はそれだ

けではありません。ＬＰＧ使用のタクシー車両 ・日産クルーは数

年前に生産中止・トヨタコンフォートなどは平成２８年度で生産中

止になる可能性があります。 ハイブリット車は燃費が良い代わり

に修理が普通の整備工場では出来ない、 またボディにアルミ製

品が多いため修理費が今までの倍近くなる可能性がある。 次の

代替え車両がハイブリットになるのか電気自動車になるのか大き

な問題を抱えています。 つぎがタクシー無線の問題です。 これ

も平成２８年にデジタル化されます。 テレビと一緒で全国的にア

ナログが廃止されます。 今の無線機はアナログなので当然全く

使用不能になります。 従来の無線機をデジタル化しようとすると

初期投資が多くかかります。 また電話配車にすると初期投資は

少し安くなりますがランニングコストとして１台１台に通話料が発

生します。 これは携帯電話を持つのと同じです。 来年の消費税

アップの前に交換しようと考えている会社が多いようです。

　現在タクシー会社は車両問題、 無線機デジタル化 ・ 燃料の

高騰 ・労働者の高齢化等々２０台から３０台までの小規模なタク

シー会社が生き残るのは大変難しい時代になってきています。

全国的には生き残るためのいろんな取り組みは行われています

が、 本当の意味での規制緩和が行われない限り難しいと考えて

います。 最近は開き直って嫌なことは考えないようにしておりま

す。

佐世保ロータリークラブ　　　　　　　　 円田　昭様

committee

田雑豪裕 中央会会長
　３月１６日 ( 土） の北ＲＣとの対抗戦において、 牟田、 古川、

坂井、 牛島、 平岩５君のご活躍で勝利いたしました。 金一

封と敗戦確認書をいただいております。 尚、 私は松尾パスト

会長に負けたら頭をまるめるという言葉のプレッシャーで貢献

できず、 申し訳ございませんでした。 　

１．例会変更
　   ありません。

２．来　　信
・地区大会事務局
   クラブ事業紹介パネル展示に関するお願いについて　

　  ・ガバナーエレクト事務所
　会長エレクト研修セミナー時に｢手続要覧」 持参のお願い　

３．伝達・通知
       ○本日の被選理事会会場がヴィオラの間に変更となってい

　　　　ます。 関係者は例会終了後、 そちらの方へご移動願い　

　　　　ます。 　　　　　 

《クラブ管理委員会・ロータリー情報》
 八重野一洋クラブ管理委員
「ロータリー最初の社会奉仕について」
　ロータリーが創立されて僅か一年後に、 対社会的活動として

奉仕の概念が芽生えましたが、 ロータリーが奉仕活動の分野

に力を入れ始めた裏には、 会員相互の 「物質的互恵」 によっ

て大きな利潤を得たという後ろめたさを、 カモフラージュする

意図がなかったとはいえません。 始めは恵まれない人に対す

る人助けや励ましという形を通じて、 地域社会に profit のいく
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本日の合計　　　　   11,000 円

本年度の累計　　　695,000 円

■ 第６回クラブフォーラム ■
　　　担当；国際奉仕委員会

宮崎正典 国際交流委員長　
　先ず、 来月行われます釜山蓮山ロータリークラブ創立２２周

年公式訪問の内容に付いてご説明致します。 ４月１１日は釜山

蓮山 RC 創立２２周年記念式典に出席し、 翌１２ ・ １３日はソウ

ルでの観光を計画しています。 釜山からソウルまでの移動は韓

国の新幹線での移動を楽しんでいただくよう企画しています。

また、 奥様方も多く参加していただいておりますので、 最終日

はショッピングも予定しております。 ソウルでの観光は幾つかの

オプションを準備し、 今、 委員会で検討中です。 詳細につい

ては、 後日対象者にご案内申し上げます。 それとここ数日北

朝鮮の問題が色々と起こっています。 ぎりぎりの所まで実施す

る方向で考えていますが、 有事発生の場合は、 会長幹事に

判断を仰ぎ決定したいと思います。

　本日、 国際奉仕委員会による卓話ということで、 私の経験談

をお話します。 ビジネスのお話ですが、 皆様、 投資はお好き

でしょうか。 私は、 現在３カ国に口座を開設しています。 その

一つがマレーシアです。 理由は、 いま、 マレーシアは経済成

長が著しく伸びており、 また、 シンガポールと同じ位治安が良

昭和２５年　３月　７日　橋口　佳周君
昭和２４年　３月１１日　坂井　智照君
昭和１６年　３月２１日　福田　英彦君
昭和３７年　３月２２日　八重野一洋君
昭和２７年　３月２６日　井上　　亮君

　３月　３日　溝上純一郎・京子   ご夫妻
　３月２３日　宮崎　正典・美佐子ご夫妻
　３月３０日　崎元　英伸・ジン   ご夫妻
　３月３０日　四元　清安・千晴   ご夫妻

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
皆さん、 こんにちは。 先週、 北ロータリークラブ・北斗会との

ゴルフ対抗戦に参加いただきました皆様、 お疲れ様でした。

お陰様で勝つことができました。 そろそろ桜も満開になる時

期ですが、 私のゴルフの腕前は６分咲きといった所でしょう

か、 来月の市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会に向けて努力したいと

思います。 今月、 結婚記念日のお花ありがとうございました。

又、 円田昭様のご来訪を心より歓迎いたします。

ばくかでも還元しょうとするささやかな慈善事業に過ぎませんで

したが、 やがて、 それは、 シカゴ ・ クラブの公衆便所設置運

動という計画的組織的な活動に発展し、 今でいう社会奉仕活

動に形を変えていきました。

1907 年、 シカゴ ・ クラブ会長に就任したポール ・ハリスは、

次の三項目の新方針を打ち出しました。

　○シカゴ ・ クラブの会員増強

　○他都市における新しいロータリークラブの設立 （拡大）

　○地域社会への奉仕活動の展開

公衆便所設置はこの方針に従って、 市民団体を組織して市

の行政当局に働きかけて、 実施にこぎつけたものであり、 俗

にいわれるような単に金銭を拠出した団体奉仕活動でなかっ

たことは注目に価することです。 1907 年、 シカゴ商工会の会

合に出席したポール ・ハリスは、 そこでループ地区の通行人

が公衆便所がないために不便な思いをしているという話を聞き

込み、 これを社会奉仕活動を開始する絶好の機会だと感じた

ポール ・ハリスは、 早速この事業に取り組むことをクラブに提

案しました。突然降ってわいた、これまでとは異質的な活動に、

クラブ会員は戸惑いましたが、 最終的には了承したというのが

ことの真相です。 早速クラブは、 グレート ・ ノーザン ・ ホテル

に 25 の市民団体の代表を集め、 連合公衆便所建設委員会

を設立して活動を始めましたが、 シカゴ醸造組合と百貨店組

合の妨害を受けて、 土地を掘り起こすまでに 2 年の歳月がか

かりました。 最終的には市当局から 20,000 ドルの補助金の交

付を受けて、 1909 年に市役所と公立図書館の横に二つの公

衆便所を作ることに成功したのです。

福田英彦君
本日、 ７２歳の誕生日を迎えます。 まだ見ぬ花の贈り物あり

がとうございます。

坂井智照君
誕生日祝いのお花、 ありがとうございます。 今年で６４歳になり

ます。

田雑豪裕君
おかげで北斗会との対抗戦に勝つことができましので、 ニコ

ニコします。 写真もありがとうございます。

牛島義亮君
崎元君の息子さんの佐世保北中卒業おめでとうございます。

八重野一洋君
お誕生日祝いありがとうございます。 明日で５１歳となります。

ちなみにスケジュール空いてます。 ニコニコします。

宮崎正典君
結婚記念日のお祝いをいただき、 恐縮です。 いつも想いだした

ようにプレゼントをせがまれます。 それと本日の国際奉仕委員会

の卓話タイム、 よろしくお願いいたします。
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ＳＡＡ：山瀧正久君

次回例会／３月２８日１２：３０～

次回献立／助六、ゴボウ天うどん、肉じゃが

い国です。 例えば、 ５ ,０００万円の預金をした場合金利が４％

つきますので、 年間２００万円の利子がつき、 それで生活をし

ていけるとの事で人気が有ります。

　もう一つはベトナムにお金を預けています。 ３年前からベトナ

ムへ預金をしていますが、 当時金利が１４ .５％有りました。 バ

ブル期は銀行間の競争もあり、 １６％まで跳ね上がりました。 こ

れは国が良くないと判断し無くなりましたが、 政府機関系銀行

を見つけ出し、 今でも８～９％の金利がつきます。 ただし、 お

金を持って来れない外貨持ち出し禁止と成っており、 金やプラ

チナ等の現物にして日本へ持ってくるという手法に成ります。

　そして今、私が一番力を入れているところが、カンボジアです。

カンボジアとのかかわりは、 JC 在籍時に中学校を建設し、 何

度か行かせて頂いたのですが、 １９７２～１９７３年はポルポト政

権下にあり、 虐殺とか非常に治安が悪かったんですが、 現在

は経済成長が発展しており、 ソフトバンクの SBI 証券の現地法

人があり、 韓国ヒュンダイやパチンコのマルハンが銀行を作っ

ています。 そこは外貨持ち出しが自由で金利も６.５％有ります。

特にプノンペンは発展が著しく、 ３ ,０００万円でマンションを建

てれば着工と同時に５ ,０００万円で売れると言う、 いかがわしい

話も来るくらいです。 いずれにしても外貨預金はリスクがあり、

私が死亡した時は家族の者が本当にその預金を取りにいく事が

出来るのか判りません。 私としては外貨預金がその国への支

援であり、 発展に少しでも寄与しているとの考えで行っていま

す。 ありがとうございました。

八重野　一洋君
　私も１９９０年に釜山に貿易会社を作ったことがあります。 その

年はキム大統領時代で日本製の完成製品の輸出解禁の年で

ありました。 それまでは例えば、 リンナイとかサンヨーが部品と

してしか輸出が出来なかった物が完成品を韓国に納める事が

出来るように成りました。 但し、 関税は支払うとの取り決めでし

た。

　１９９８年位から長崎の同業の方と準備をしまして向こうでの受

け入れ輸入会社を設立しました。 日本の中古車販売を手がけ

ました。 現地の業者とも数回打ち合わせ、 ディスカッションを

行いまして、 是非日本車を持ってきてくれとの要望が多かった

のですが、 但し、 右ハンドルはダメだとの事を言われ、 殆どの

日本車が右ハンドル車であり、 これはダメだとなりました。 そこ

で日本で走っている中古ヨーロッパ車だったら良いとの事になり

まして、 ベンツ ・ BMW 等々５台ほど試験的に日本から中古車

を輸出しました。 安全基準等は全てクリアーになったのですが、

当時の排ガス規制の問題が発生し、 新車並みのガス濃度が基

準となり、 ガス濃度が非常に薄い数値を要求されました。

　それで、 福岡で韓国車の販売店の支社長を通じて韓国の自

動車メーカーの方を紹介してもらい、 相談した所、 日本語でワ

イロを使いなさいといわれました。 それはどういうことか韓国の

現地の人に聞いたんですが、 韓国はまだまだ、 ワイロが当たり

前のように横行している国でその方法で解決するとのことでし

た。 少し悩みましたが、 時期を同じくして、 排ガス検査がデジ

タル化し数値の改ざんと検査員のメクラ判が通用しなくなり、 ワ

イロを渡すことにはいたりませんでした。 何とか５台中４台は販

売しましたが、 ４３％の関税支払等、 とにかく何だかんだで間

接費が重なり殆ど儲けの部分が残らなかった記憶があります。

　韓国は自国擁護が強く非常に苦労しました。 その後資金をど

うしようかと成り、 国際市場の飲食店を借り、 カレー屋をやりま

した。 カレー粉を１０ｋｇ相方と一緒に運んだのを思い出します。

日本人観光客も多く、 ２年ほど営業しましたが、 その後下火に

成り、 ３年でいったん現地輸入会社を精算・解散いたしました。

　私も韓国で大韓銀行の金利が７ .２％の高金利預金をしていま

す。 ところがリーマンショックで為替が逆転してしまい、 金利で

何とかカバーしている状態です。 今、株価も上がってきており、

もう少しの辛抱かなと思っています。 今は中国現地法人との取

引で自動車の部品、 GPS とかヘッドライト、 バックカメラとか非

常に安価で手に入るもので九州一円の同業者に提供していま

す。 海外で買い物をするとき、 PAYPAL というサイトがあり、 そ

れにクレジット登録しておくとワンクリックで処理が出来ます。 通

常一回の買い物で金額を問わず６ ,０００円掛かります。 この

PAYPAＬを利用すれば６％の手数料だけです。 ですから少額

の買い物でした羅ら、 この PAYPAL というサイトが大変お徳だ

と思います。 雑学として皆さん覚えていておいたらいいと思い

ます。 ありがとうございました。


	1060-1
	1060-2p
	1060-3p

