
8月11日に規定審議会の大和中ＲＣ提案として

採択された案を含め、全5案が決まり、今週の地

区大会に上程されることになっています。つきまし

ては会長の時間ですが、配布済みの5案について、

それぞれクラブでの決議が必要とのことですので、

ご提示しました。

【内容説明は後藤研修リーダー】

2013年規定審議会地区提出

立法案は、決議案4件、制定案1

件です。そのそれぞれの概略は、

①小田原RCからの決議案は、R

財団の補助金や奨学金プログラムに、今まで制

限してきたロータリアン関係者に青少年交換プ

ログラムなどのように資格を与えたい提案。

②茅ヶ崎湘南RCからの決議案は、最近ロータリー

の金看板といわれる「職業奉仕」が軽んじられ

ているので、もっと奨励してという提案。

③同じクラブからの決議案は、「ロータリーの綱領」

の重要性を理解認識するために、もっと強調し

て欲しいという提案。

④審議会への提案はクラブだけでなく地区からも

出来るわけですが、この決議案は地区からで、5

月を「広報月間」にして欲しいという提案。

⑤我が大和中RCからの提案で、唯一のRIの規定

を変える制定案で、既にクラブで理事会、例会

で議論して提出されたものですが、止むを得な

い欠席の場合に、会員の身分の存続について

クラブに権限を任せて欲しいという提案。

以上がクラブの代表が地区大会で投票する立

法案の簡単な説明です。

※採決をいたします。賛成の方は挙手をお願いい

たします。採決の結果、賛成多数により、全案を

賛成と認めます。ありがとうございました。

今月は米山月間でもありますので少しお話をさ

せて頂きます。大和中ＲＣでは昨年、タイの留学生
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1598

【 本日のプログラム 】 10月27日 第4回クラブ協議会 「地区大会を終えて」 会長・幹事

【 次回予告 】 11月10日 クラブフォーラム 「財団月間にあたり」 山田 雅孝 様・R財団委員会

【 第1593例会 】 10月13日（木） 【 司会SAA 】 山崎 賢二 君 【 斉唱 】 「奉仕の理想」

【 ソングリーダー 】 辻 彰彦 君 【ゲスト】 金紅月 様 （米山奨学生） 中山秀雄様（地区米山奨学委員会）

【ビジター】 池亀 武士 様（地区米山学友会副委員長） 河西 正彦様（大和田園ＲＣ）



でナッタモンさんをお世話し、その前は中国の劉さ

んも大変優秀な学生だったと記憶しています。

そもそも米山記念奨学会は、日本のロータリーの

創始者である 米山梅吉さんの逝去にあたり、その

偉業を記念した東京ＲＣのプロジェクトが始まりだ

そうです。

発足当時の米山記念奨学会は、太平洋戦争中

のアジアの国々に対して謝罪の意味も込めて、貧

しいアジアの学生の日本における留学生活を支

援する目的で設立されたそうですが、時代の変化

と共にこの目的も少し変わってまいりました。 先ず、

対象がアジア地域だけでなく世界へと広がりまし

た。また貧しい学生を支援するという事よりも、優

秀な世界で役立つ学生にと変わってきています。

応募される学生も以前は台湾が圧倒的に多かっ

たのですが、最近は中国、韓国の学生が多くなっ

ているそうです。

本日は米山奨学生の金さんが卓話に見えてい

ます。お話を拝聴したいと思います。

①本日18時半より、第6グループ会長・幹事会が

厚木ＲＣのホストで開催されます。

②次週10月20日は、地区大会の振替休会となり

ます。お間違いのない様、宜しくお願いします。

③今週15、16日地区大会となります。現在21名の

登録です。未だ登録していない方は、申し込みを

お願いします。

④11月17日例会は、東慶州ＲＣの訪日に伴い取り

止めとなりました。大和中ＲＣからは理事、中心

に大阪での会合参加の有志を募ります。宜しく

お願いします。

⑤11月8日、第2590・2780地区第42回テニス大

会が湘南ローンテニスクラブで開催されます。

宜しくお願いします。

⑥11月22日「輝く女性の集い」が鎌倉パークホテ

ルで開催されます。ふるってお申し込み下さい。

国際奉仕担当委員会 高橋 政勝 委員長

姉妹クラブであります韓国、東慶州ＲＣが今年も

訪日されます。期日は11月17日（木）に大阪に来

ますので大和中ＲＣで歓迎したいと思います。詳細

については次週お知らせいたします。

ゴルフ同好会 北島 照介 委員

3クラブ合同コンペを11月15日（火）に開催いた

します。本年度は大和中ＲＣがホスト役を務めます

ので、会員の皆様のご協力宜しくお願い申し上

げます。

お祝いの方々

親睦活動委員会 辻 彰彦 委員

会員誕生日 北砂 明彦 君 10月18日

配偶者誕生日 梅田 安代夫人 10月24日

結婚記念日 岸 幸博 君 10月 7日

入江 公敏 君 10月18日

郡司 守 君 10月20日

北島 照介 君 10月22日

梅田 秀雄 君 10月24日

創業記念日 石川 健次 君 10月18日

入会記念日 入江 公敏 君 10月13日

藤塚 勝明 君 10月16日

古木 勝治 君 10月18日

中島 康次郎 君 10月26日

皆出席25年 藤塚 勝明 君

皆出席5年 中島 康次郎 君

【 米山月間にあたり 】

『ふるさとの発展を願って』

米山奨学生 金 紅月様

（神奈川大学経営学研究科

国際経営専攻）
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私は中国の吉林省の出身です。吉林省は東北

三省の真ん中

に位置し、ロシ

アと北朝鮮の

国境に接して、

北朝鮮との国

境線は約700k

mにも及び、長白山から流れ出た豆満（トマン）江、

鴨緑（オウリョク）江が国境になっています。

私の故郷は吉林省の延辺朝鮮族自治州（州都

延吉）ですが、面積は約4万3000平方キロ（九州

とほぼ同じ面積）、人口は約218.7万人いるがその

うち36.8%の約80.6万人が朝鮮族です。中国全

体での朝鮮族は190万人で、東北三省を中心に

住んでいますが、最も集中しているのが延辺朝鮮

族自治州です。

日本と地図で見た距離は比較的近いが、延辺

は日本海に出口を持たず、北朝鮮も長く鎖国状

態であるため、人とモノの日本への出入りが盛ん

ではなく、東北三省、特に南に数百キロにわたり

北朝鮮と国境を面する吉林省は、「辺境のどん詰

まり」になっていました。

近年、中国の琿春、ロシアのポシェット、北朝鮮

の羅津・先鋒で三角地区を作り、経済開発を促す

計画が進んでます。すなわち、「長吉図」計画です。

中国は2009年8月30日、「長吉図（長春－吉林－

図們江）開放先導区」と呼ばれる開発計画を国家

級のプロジェクトとして採択しました。これは、吉林

省の産業の中心である長春市、吉林市から東の

図們江（豆満江）河口までを一つの経済圏にまと

め、中国東北部の経済を活性化させようとするも

のです。豊富な資源と産業基盤があるものの、南

部の沿海地区などと比べ発展の遅れた東北地方

を、国家レベルで再開発するという強い意志が見

て取れます。

現在、羅先市には中国企業68社が事業を繰り

広げており、投資規模も3億7000万ユーロ（約573

5億ウォン）に達します。これに先立ち、中国は北朝

鮮から昨年、羅津港1号埠頭10年使用権に続き、

羅津港4～6号埠頭の50年使用権を確保しまた。

それと、琿春市－ロシアザルビノ港－韓国束草

（ソクチョ）－日本新潟の4か国をつなぐ陸海連絡

輸送路が2008年10月、試験運航しました。これは

中国東北地区から日本海を通り、日本西海岸に

直通する最初の海上航路です。

現在、中国東北地区の貨物は陸路で大連に輸

送され、その後渤海、黄海を通って日本海を渡り

日本に到着するため、約12日間かかります。しかし、

この陸海連絡輸送路を使えば1日半で到着し、コ

ストも大幅に削減することができます。そして、吉

林省は世界とつなぐ道を確保できるようになりま

す。そんな中、私ができることについてじっくり考え

た結果、現在の研究を始めるようになりました。

私の研究テーマは、「アジアにおけるコーポレート・

ガバナンスの国際比較研究」である。主に、日本・

中国・韓国に焦点をあてて研究を進めていますが、

コーポレート・ガバナンスを構築する目的は同じで

あるにも関わらず、各国の異なる歴史・社会・文化・

制度・習慣などによって、それらのモデルが異なっ

ていました。

この３ヵ国に絞った動機は、日本・中国・韓国の

経済的相互依存関係はますます強くなり、互いに

相手国を貿易と直接投資の上位対象国としてい

ることです。３ヵ国のＧＤＰに占める割合は、世界全

体の18.9%を占めていることからも、社会的・経済

的に強い影響力を有していることが分かります。

アジアにおけるコーポレート・ガバナンスを語る

には、日本や中国、韓

国の国々の研究をお

ろそかにしては始まら

ないと考えます。そして、

本研究の目的は、日
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本・中国・韓国の企業間で国境を越えたＭ＆Ａが

急増していることから、アジア諸国間でも自由かつ

円滑にビジネスを行えることにあります。

そのため、まず、日本・中国・韓国の国別のコー

ポレート・ガバナンスを理解する必要がある。つぎ

に、その3ヵ国を比較分析して、アジアにおけるコー

ポレート・ガバナンスの全体像を把握します。さらに、

地域経済統合の可能性を高めていくのです。

したがって、統合へと進んでいる今のヨーロッパ

がアジアの未来になるよう、中日韓も世界に向け

て地域経済統合を積極的に提案するとともに、中

日韓共同体の実現を目指していかなければならな

いと思います。

私は、本研究を通じて中国・日本・韓国への理

解を深めると同時に、中国・日本・韓国の将来に

も貢献できることを期待しています。

最後に、茅ヶ崎中央RCの皆様にはいろいろとお

世話になっておりますが、私を自分の家族の様に

迎えてくれたカウンセラーの池亀さんには感謝の

気持ちでいっぱいです。これからは、中国・日本・

韓国の架け橋になれるよう頑張っていきたいと考

えています。
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地区米山奨学委員会 委員 中山 秀雄 様

本日は、米山奨学生の随行員として参りました。

本日は、奨学生の「卓話」のために貴重なお時間を

頂き感謝申し上げます。また、日頃から「米山奨学金」

についてのご理解を頂いておりますこと重ねて感謝

申し上げます。本日は宜しくお願い致します。

地区米山学友会 副委員長 池亀 武士 様

初めて来ました。今日は、米山奨学生金紅月さん

のカウンセラーとして参りました。昨年は第4グループ

ガバナー補佐として後藤ガバナーには大変お世話に

なりました。

河西 正彦 様（大和田園ＲＣ）

お世話になります。本日は宜しくお願い申し上げま

す。

石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事

本日は、米山奨学委員会のクラブフォーラムです。

米山奨学生金紅月さんようこそ。本日の卓話楽しみ

にしています。

後藤 定毅 君

①米山奨学生の金紅月さん、今日の卓話楽しみにし

ておりました。いろんな思いをお話し下さい。中山

地区米山委員お伴をありがとうございます。

②池亀直前ガバナー補佐、前年度は力強いご支援あ

りがとうございました。米山学友副委員長としての

お役目ご苦労様です。我がクラブを楽しんで行って

下さい。

高橋 清 君

本日は地区米山奨学会委員中山秀雄様、そして

米山奨学生中国出身、神奈川大学在学中の金紅月

さんようこそ。大和中ＲＣに卓話者としておいで下さ

いましてありがとうございます。金紅月さんのおいで

を楽しみにしておりました。米山奨学生として日本で

のお話をお聞かせ下さり、米山奨学について私達は

更に理解を深めて参ります。

藤塚 勝明 君

入会させて頂き、25年になりますが、4半世紀が過

ぎた事となります。何故続いたのか不明ですが、良き

仲間の存在が大きいと感じております。

中島 康次郎 君

なんとかメーキャップを5回ほどして皆出席で5年

が過ぎました。転勤か定年か、それまで頑張ります。

これからもご指導宜しくお願いします。

入江 公敏 君

入会5周年になりました。お祝いありがとうござい

ます。結婚は30年になりました。

郡司 守 君

結婚記念日のお祝いありがとうございます。今年

で結婚半世紀50年経ちました。振り返ると女房とも

よく喧嘩しました。これからはお互いに面倒みながら

仲良く過ごしたいと願ってます。

北島 照介 君

結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。

北砂 明彦 君

お祝いありがとうございます。年令に負けない様、

体づくりを頑張ります。

梅田 秀雄 君

結婚記念日と女房の誕生日を祝って頂きありがと

うございます。仲良くしております。

スマイルボックス 上田 利久 副委員長 本日\19,000 累計\332,200


