
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢

(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

 

          

第 1253 回 ( 9 月 15 日) 例会の記録 

点  鐘  柴田譲会長 

合  唱  四つのテスト 

第２副ＳＡＡ  宮岡会員 守屋会員 

 

出席報告 出席向上委員会 < 小幡直樹 委員長 > 

会員数 出席者数 出席率 

23名 22名 95.65 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「パスト会長の時間」は、私が第 14期の会長の時に、

経験者のお話しを聞く機会を増やしたいと作りました。

それから 14年、未だに続いているということは、それ

なりの効果があったのだろうと自負しております。 

さて、今回は何を話そうか．．． 

品行方正ではない私は面白い話題には事欠かない

ので色々迷いましたが、週報に文字で残るので、本

日のお客様の土田様を習って、ネパールを訪問した

時の事をお話しします。 

バワニ小学校訪問 

ネパールは、世界一高い山エベレストを擁するヒマラ

ヤ山脈や世界遺産のカトマンズの谷など、大自然と神

秘に満ちた国ですが、貧困問題や成人識字率の低さ

から、世界中で様々な支援活動が行われています。 

狭山中央ロータリークラブでも、国際奉仕として、2005

年（第 13年度・田邉会長）にネパールのバワニ小学

校へ 100万円の教室建設資金を寄付しました。 

そして 2006年、私が会長を務めた時に、その冠名式

典に出席するため現地を訪問しました。総勢 20名程

で 10月 8日から一週間、バンコック経由でネパール

のカトマンズへ。カトマンズからさらに飛行機を乗り継

いで 40分。そこから車で 4～5時間走り、山道を歩い

て 3～4時間．．．非常に遠く長い道のりでした。 

しかし、到着時には道の両脇や校庭に村中の人が集

まり、熱烈な歓迎ぶりで、 

村の小学校に 3つの教室ができた！ 
沢山の子供たちが勉強できる！ 

と、村の人達の喜ぶ気持ちが強く伝わってきとのをい

までもはっきりと覚えています。この教室までなんと 2

時間以上歩いて来る子供もいるそうです。100万円で

こんなに喜んでもらえることをとても嬉しく思いました。 

現地では、テントを張ってトイレも掘った穴で用を足す。

まさしく普段経験できないような自然の中での生活で

した。村長のお宅に招待されましたが、やはり電気も

水道もない環境です。 

ネパールは、自然環境には恵まれていますが、衛生

や医療事情の低さから結核などの感染症が大変多い

という一面もあるのです。 

観光 マウンテンフライト 

3日間悪天候で諦めかけていた「世界最高峰エベレ

ストのマウンテンフライト」。最終日にまさかの晴天で、

壮大なパノラマを堪能する事ができました。大満足！ 

「狭山中央 RCは悪運に強い」を実証です！ 

報告書 

私は、この訪問旅行の報告書を書くのが面倒（？）な

ので、いっそのことカメラマンに同行してもらおうと考

え、清水武信会員の協力でお願いしたカメラマンにこ

  ＲＩ会長     ホルガー・クナーク 

          ＲＩテーマ 『ロータリーは機会の扉を開く』 
 地区ガバナー 相原 茂吉 

        地区テーマ 『Let’s make fellows！』『友達をつくろう！』 

 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 

2020～2021 年度 

週 報 

〔例会場〕狭山東武サロン 〒350-1305 狭山市入間川 3-6-14 TEL 04-2954-2511 

〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX 04-2952-2366 

          HP： https://www.schuohrc.org E-mail： schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 

 会長 柴田譲    会長ｴﾚｸﾄ 菊田邦彦    副会長 寳積英彦    幹事 佐々木康 

 

 

宮岡 宏太郎 パスト会長 

 

パスト会長の時間 

[第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ例会日: 新狭山○月 入間○木入間南○火 飯能○水 日高○火 狭山中央○火 所沢○火 新所沢○火 所沢西○火 所沢東○木 所沢中央○月］ 
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の旅の記録を撮ってもらいました。それがなかなかの

好評ぶりで、思いがけず地区から称賛をいただきまし

た。また、後日その記録が放映され、私達のロータリ

ー活動を多くの狭山市の皆様に知ってもらうことがで

きました。やはり映像の力は凄いものです。 

最後に 

パスト会長は現在 12人ですが、是非これからも「パス

ト会長の時間」を続けて頂きたいと思っています。 

最後になりますが、「ロータリークラブは、人のふり見

てわがふり直すところだ」と教えられた先輩の教えは、

つくづく「その通りだなぁ」と思います。 

私自身、未だに「わがふり直せてない」のですが．．． 

 

 

 

< 佐々木康 幹事 > 

狭山日台文化交流会 代表運営委員 土田  博 様 

     〃        会員         矢野公正 様 

 

 

 

 < 佐々木康 幹事 > 

・10月のプログラムが理事会で承認 

・例会場・例会日の変更が理事会で承認 

 例会場：レストランニックス 

 例会日：金曜日 

 に 10月より変更 

・11月 3日地区大会の式典出席調べ（会員は式典 

 より参加可能） 

・2021年 3月開催予定の「第 7回日台ロータリー 

 親善会議福岡大会」は中止 

受贈会報 

・所沢中央ＲＣ 

・所沢西ＲＣ 

回  覧 

・ＲＩ「基本的教育と識字率向上月間リソースの 

 ご案内」 

・ＡＡＲニュース 

・医療法人尚寿会グループ広報紙「Show尚」 

・例会変更のお知らせ  

 所沢東 RC 新所沢 RC 飯能 RC 入間 RC 

 入間南 RC  

 

 

 
・米山梅吉記念館訪問研修旅行参加の報告      

             < 菊田邦彦 会員 >  

 

9月 6日(日)に日帰りの研修旅行に参加して

来ました。奨学生を含め総勢 23名での米山梅

吉記念館来訪、米山梅吉翁墓参。韓国やネパ

ールの奨学生ともお話しでき、とても勉強に

なりました。機会がありましたらまた是非参

加したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ｒ情報・雑誌委員会   < 沼﨑正徳 委員長 > 
「ロータリーの友 9月号」の紹介 

【横組み】 

 特集  

 基本的教育と 

    識字率向上月間（P7-11） 

【縦組み】 

 変態が改革する多様性社会 

           （P4-8） 

 

・親睦活動委員会   < 小林奈保絵 委員長 > 
11月の親睦旅行のお知らせ 

旅行会社： ワールドプランニングオフィス 

場 所： 伊豆稲取温泉 

日にち： 後日調整の上決定 

工 程： 有志で下見（9/29～9/30）後詳細決定 

 

 

 

 

 

 

【台湾との交流】 

狭山日台文化交流会  
代表運営委員     土田 博 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓  話 

委員会報告 

幹事報告 

本日のお客様 



自己紹介と狭山日台交流会 
1987～ 高雄市に現地責任者として赴任 
 家族と共に 3年駐在 
2009 妻が日本文化の講師 
 （遠東科技大学、高雄国立餐旅大学） 
2015.5月 遠東科技大学からの日本研修旅行企画 
 実施（43名） 
2016.5月 遠東科技大学からの日本研修旅行企画 
 実施（43名） 
2016.8月 さやま市民大学関係者台湾旅行実施 
 （12名） 
2017.4月 「狭山日台文化交流会」設立  
 現会員 19名 
2017.9月 高雄国立餐旅大学からの日本研修旅行 
 企画実施（26名） 
2017.10月 友好交流都市調査視察 
 高雄市、台南市、南投県 
 メンバー：小谷野市長、粕谷国際交流協 
 会会長、土田夫妻 
2019.2月 当交流会メンバー他 12名で台湾視察 
 旅行（高雄、台南、日月潭、花博、台北） 

 

台湾について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史  
もとより 原住民 途中でポルトガル 
17世紀初頭 オランダ植民地 
1662年 鄭成功(明)によりオランダから独立 
1683年 清併合、福建省や広東省から漢人が移民 
 するも、清は化外の地とした 
1895年 日清戦争で日本の領土 
1945年 太平洋戦争で日本降伏後、GHQ命令に 
 より中華民国が占領統治 
同年 10月 中華民国が台湾を併合 
1947年 228事件 
 警官のﾀﾊﾞｺ売り殺害抗議デモ鎮圧を口実 
 に軍を送り知識人を虐殺 
 戒厳令 
1949年 国共内戦後、中国共産党は中国大陸を 
 支配し中華人民共和国設立 
同年 中華民国は政府を台湾移転 
 台北を臨時首都とする 
1971年 国際連合の中華民国の常任理事国議席 
 を中華人民共和国が継承 
1988年 蒋経国死去後、李登輝が臨時総督となり 
 初めての民主化となる選挙を実施 
国交 現在も中共政府は経済面から外交関係国との台
湾政府との外交断交を強めている。 
日本は駐在事務所（日本交流協会）経由で非公式関係
を有する。 
帰属 台湾の最終的政治的地位及び主権帰属を巡る
中華人民共和国と中華民国との台湾未決論。 

台湾世論の大勢は台湾は中華人民共和国の主権に帰
属するものでなく、中華民国という国家であるという認識。 
自分は何人であるかとの調査によると台湾人 70％、中国
人 10％、残り台湾人・中国人両方 
太平洋戦争後の日本統治 日本 2分割論提案のロシ
アに対して蒋介石が反対し、ドイツ分割同様にならなか
った。 
政治 政党は民進党（独立志向）、国民党（大陸寄り）
が有り、今年 1 月民進党蔡英文女性総統が 2 期目当選。
香港の 1国 2制度で中国政府に反対する混乱が大きく
影響。 
経済 20世紀後半に急激に工業化し経済成長、先進
国となる。世界 21位の経済規模。ハイテク産業が重要な
役割を占める。 シャープ買収の鴻海（ホンハイ） 
宗教 宗教の自由が認められ、道教、キリスト教、仏教
の信者が主、信心深く先祖を敬う心が強い。 
気候 中央部に北回帰線が有り、北部は亜熱帯、南部
は熱帯。その気候に適したバナナ、マンゴー、パイナッ
プル、グアバ等の果物は美味。 
言語 北京語、一部台湾語 
文字 繁字体（中国は簡字体） 
交通 全地域に鉄道網、日本統治時代の駅舎存在。台
湾新幹線は日本新幹線を導入。 
貨幣 変動為替相場 台湾元（現在交換レート略 1元
→3.6～3.7円） 

 

台湾人の親日さ 
 日本の台湾窓口機関交流協会の行った対日意識調査 
「最も好きな国―1国選び」結果 
第 1位 日本 56％（男性 59％、女性 54％） 
第 2位 中国 6％ 第 3位米国 5％ 

 訪日外国人 2019年 全体 31.882千人（伸率 2.2％） 
中国 9544千(伸率 14.5％) 韓国 5585千(伸率－26％) 
台湾 4890千(伸率 2.8％) 

 台湾に居留ビザで住む日本人 約 1万 2千人 
 東日本大震災時義援金 
海外からの義援金で一番多かったのは台湾。 
中国の影響で日本政府公表せず。 

***親日の要因*** 
日本統治時代に行った教育やインフラ整備→現在も引
き継がれ、現地の人から尊敬される影響有。 
 

駐在時異文化として学び感じたこと 
 挨拶 日本人は気候、台湾人は食。 

 朝、昼、夜とも挨拶は：食事食べたか？ 
（清掃のおばさんにバナナが好きと言ったら、毎日机上にあった。） 

 残業 残業は能力が無いか業務量の与え方が問題。 
 お礼 上司が奢っても翌日お礼が無い。 
 礼をすると、またお願いしますということになる。 
 本音と建て前 
 使い分けることなく本音で付き合う国民性。 
 友達の友達は友達。 
 家庭内地位 
 母系家族的で家庭内の決め事は母親が中心。 

 

民間交流についての私見 
 まちづくりに必要な国際交流 
 姉妹都市 
狭山市の姉妹或いは友好交流市： 
  中国杭州市、米国ワージントン市、韓国トンヨン市 
  台湾自治体との姉妹提携日本自治体：64自治体 
  (2017.02時点) 
  台南（仙台、日光市、みなかみ町、加賀市、滋賀県） 
  高雄市（八王子市、熊本市、加賀市、松本市、8県、区  
  美濃市など） 

 お茶交流（台湾は高級ウーロン茶の産地） 
  南投県名間郷に 2年半前市長らと訪問。 
  歓迎を受けた台湾大学生狭山市に 3年間狭山市 
  を訪問。茶園で日本茶を学ぶ。 
  台湾茶大会優勝の宜蘭の茶業社が昨年狭山市の 
  浅見園を訪問 

 ロータリークラブ(扶輪社) 
  台南市は 5分区 30 クラブ。第 4分区に知り合いの 
  大学教授から繋ぎ可能。 



最後に・・・・・ 
毎年、台湾旅行を実施しています。 

30数年前から親戚付き合いの高雄台湾の旅行会社

（バス 40台保有）を利用。 

今年度は新型コロナウイルス感染の影響が終息した

ら、また計画したいと考えております。 

 
     土田博様           矢野公正様 

 

 

 

 

柴田君  この度、私達ロータリークラブに卓話

においでいただき大変ありがとうござ

います。今、台湾は政治的に微妙な状

況下にある様に思われます。是非一度、

台湾を訪問したいと思います。 

佐々木君 狭山日台文化交流会 土田博様、同じく

矢野公正様、本日は当クラブへようこ

そおいでくださいました。本日の卓話、

楽しみにしていました。 

江原君  狭山日台文化交流会 代表運営委員 土

田博様、お忙しい中ようこそお越し下

さいました。本日の卓話「台湾との交

流」を楽しみにしております。宜しく

お願い致します。 

浜野君  狭山日台文化交流会 代表運営委員 土

田博様、ようこそお越し下さいました。

本日の卓話楽しみにしていました。宜

しくお願い致します。東武サロンのス

タッフの皆様、長い間お世話になりま

した。本当に有難うございました。 

稲見君  狭山日台文化交流会 代表運営委員 土

田博様、矢野公正様、ようこそ当クラ

ブにおいで下さいました。お話し楽し

みにしていました。永くお世話になっ

た東武サロンの皆様、ありがとうござ

いました。 

菊田君  土田様、今日はたのしい台湾の話をよ

ろしくお願いします。 

小林君  ほんの少し秋めいてまいりました。本

日のお客様土田博様、ようこそおいで

下さいました。 

小島君  狭山日台文化交流会 代表運営委員 土

田博様、ようこそおいでいただきまし

た。お話楽しみにしておりました。宜

しくお願い致します。パスト会長の時

間、宮岡パスト会長、楽しみです。東

武サロンの皆様、大変お世話になりま

した。感謝申し上げます。 

宮岡君  狭山日台文化交流会 土田博様、ようこ

そいらっしゃいました。狭山市民大学

でもお世話になりました。お話楽しみ

にしています。 

守屋君  体調不良のため、しばしば欠席いたし

ご迷惑をおかけしております。お許し

ください。 

沼﨑君  長年お世話いただいた東武サロン様、

今日の例会でおわかれです。有難うご

ざいました。わずかですが感謝の気持

ちです。 

小幡君  狭山日台文化交流会 代表 土田博様、

並びに矢野様、ようこそ当クラブへお

いで頂きありがとうございます。日台

交流、益々栄えることをお願いします。 

清水(武)君土田博先生、本日の卓話たのしみにし

ております。 

清水(幸)君土田様、本日はおいそがしいなかおこ

しいただきありがとうございます。お

話しよろしくお願い致します。 

田端君  土田博様、本日はようこそ狭山中央 RC

にお越し頂きありがとうございます。

台湾との交流の卓話、楽しみにしてお

ります。 

渡邉君  狭山日台文化交流会 代表運営委員 土

田博様、及び会員 矢野公正様、本日は

RCにお越し頂きありがとうございます。

卓話を楽しみにしております。宜しく

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 次の例会 ◆ 
    10月 9日（金）  

 例会取り止め 

    10月 16日（金） 

 第 2 副 SAA：佐々谷会員 清水(武)会員 

 会員卓話：高田虎光会員 

長年例会場として利用させていただきました「狭

山東武サロン」が 9 月で閉店となるため、東武サ

ロンでの例会は本日が最後となりました。 

鈴木支配人、スタッフの皆様、27 年間大変お世

話になりました。会員一同こころより御礼申し上

げます。 

鈴木支配人から閉店のお詫びとこれまでのお礼の

言葉をいただきました。 


