
メードインジャパン、我々

日本人は、外の文化を取り

入れて独自の文化にする

ことに長けています。今日

お話しされる車などは最た

るものではないでしょうか。

3日の日経新聞によると蜘

蛛の糸から着想した化学燃料を使わず繊維と発酵

を掛け合わせた夢の素材の試作品開発にこぎつけ

たとあります。また、2016年のノーベル生理学・医

学賞を「オートファジー」の仕組みを解明した大隅良

典（よしのり）教授に贈られることが決定しました。

私も日本人として誇りに思います。

最近、笑いを誘う研究に贈られるイグ・ノーベル

賞でも日本人が10年連続選ばれました。今年は

「股のぞき」効果の実証研究が受賞しました。両足

を広げ、股の間から後ろを眺めますと、たしかに、遠

くのものが近くに感じ、遠くの山などはちぢんで見

えるので、絵のようだと錯覚するそうです。

話をメードインジャパンに戻しますが、日本は、江

戸時代初期の鎖国政策で、航海技術・造船技術そ

して貿易が200年衰退してしまいました。航路につい

ても東京から北の太平洋航路は、江戸末期の高田

屋嘉兵が発見したわけですから、情けないと共に、

その後の日本の貿易の発展には、素晴らしいもの

があります。また背景にある技術には目覚ましいも

のがあります。

黒船が来航した時、日本人は、これまで欧米が

黒船で支配してきたどこの民族とも違っている点が

ありました。「見分」と称して、黒船に乗り込んできた

幕府の役人たちは、船の隅々まで鋭い目で観察し、

あらゆることを質問し、それを書きとめました。2か月

後幕府は、洋式大型船建造に着手し、翌年には、本

当に「鳳凰丸」と言う黒船を作ってしまいました。幕

府以外にも、洋式船の輸入をしたのは、薩摩の２６

隻をはじめ、沢山の藩が輸入し、研究し、数年のう

ちに４藩は洋式大型船を建造しました。同じ見聞で

も東京都や富山県などの議員・職員の股のぞきレ

ベルの見分とは大変な違いがあります。

さて、ロータリーの「青少年交換学生」は、国際ＲＣ

の青少年交換プログラムに基づき、15～19歳の学

生を対象に、基本的には1年間外国のロータリアン

などのロータリーが選んだ家庭に預かっていただき
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【 本日のプログラム 】 10月15、16日 「RI第2780地区 地区大会」 大磯プリンスホテル、秦野文化会館
【 次回予告 】 10月20日 第４回クラブ協議会 「地区大会を終えて・規定審議会の立法案と細則改正」

【 第1827例会 】 平成28年10月6日（木） 【 司会SAA 】 古郡 清 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 中村 友彦 君
【ゲスト】 元タイいすゞ代表取締役 香坂 佑二 様、野村証券 庄司 安秀 様、

八千代銀行大和支店 髙村 聡 様、渡邉 達彦 様、安藤 正樹 様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

43名 34名 89.21% 76.92% 10名 原嶋、引田、池澤、入江、新村、鈴木

会長の時間 入江 公敏 会長
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ます。現地の学校に通学してその国の国語を習得

し、受け入れ国の文化をより深く見聞しながら国際

理解と親善を推進する人となる。すなわち善意と国

際理解のあるロータリー親善大使であります。2780

地区でも厳正な選抜により、年8名前後の高校生を

海外へ派遣し、約同数の高校生を海外から受け入

れています。このプロジェクトは、まさに、見聞による

その後の活躍も楽しみであります。

しかしながら、問題点も指摘されています。それは、

受け入れるホストファミリーの負担が重い点です。

負担する費用として、往復の航空運賃、医療費等、

小遣い付随的旅行費用、語学研修キャンプ、文化

オリエンテーション、パスポート・ビザを含む旅行に

必要なすべての費用とあります。また金額では、地

区からの補助が年９０万円に対し、年６０万円ほど不

足するようです。大和中ＲＣの過去のホストファミリー

会員は、ご自分で負担していたようです。今後は、

クラブ等で補填してあげるべきだとの声があります。

第6グループ石井ＡＧが各クラブ、年間会員一人当

たり２０００円を拠出して、グループで60万円を捻出し、

ホストファミリークラブにお渡し、負担をなくす旨の

提案をされています。当クラブは現在の会費の中で、

やりくりできる範囲と思います。今や、地区の中で

は、第６グループだけが実施していません。当クラブ

の実績は、活動計画書Ｐ８記載の通りでありますが、

近い年度に大和中ＲＣにもホストファミリーの番が

回ってまいりますので次回理事会で審議したいと思

います。この件について、ご意見・ご質問がござい

ましたら今月末までに会長・幹事までご連絡くださ

い。よろしくお願いいたします。

①次週１０月１３日、地区大会の振替休会となります。

②1０月１６日地区大会バスを出します。集合は八千

代銀行前、出発１０時３０分です。

③クラブ活動計画書の訂正シールを配布します。

④本日例会終了後、１０月度定例役員理事会を開

催致します。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 藤田 方己 副委員長

会員誕生日 北砂 明彦 君 10月18日

結婚記念日 岸 幸博 君 10月7日

荒井 純寿 君 10月18日

玉川 雄 君 10月19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
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幹事報告 阿萬 正巳 幹事
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「アジア自動車産業の実情」

～タイ、イラン、インドでの駐在経験から～

元タイ、イラン、インド いすゞ

代表取締役

香坂 佑二 様

① タイ王国 ２００１～２００４ サワディーカップ

・国民車はピックアップトラック

ピックアップは仕事にも、ファミリーカーとしても使

えるし、洪水に強い

・大型トラックの馬力は少な目

国土が平坦で山坂が少なく、エンジン出力は少

な目で燃費志向

・販売方法

リセールバリューを第一に考える、他社が値下げし

ても、いすゞは値下げしない

・販売店の工夫（客の待合室、２０年以上前から）

自分の車の作業状況が見える、子供の遊び場、

映画鑑賞も出来る

軽食、ドリンク・フリー

・２００２年にP/UPのFMC実施

１９９７年のバーツショックからの景気回復に同調、

好評でシェアトップに

・現在

２０１１年の洪水後の増産対応以降、給与が激増、

物価も値上げ、低労務費のメリット減少

・タイ人の気質

仕事熱心だが、指示待ち傾向

一般のタイ人は、普段はおとなしいが、追いつめ

られると爆発し、怖い

・タイのおすすめ

タイ料理、中華料理、果物（マンゴー、ドリアン）、

オカマショウ、ゴルフ

② イラン・イスラム共和国 ２０１０～２０１２

サラーム

・国民車は、４，５０年前の乗用車「ペイカン」（ルーツ・

ヒルマン社）から、プジョーなどに

当時は反米思想が強く、米国の制裁が非常に

厳しく、制裁から逃れるべく

部品の国産化推進に力を入れている

・大型トラックは、ペルシャ湾からテヘラン近郊まで

のコンテナ輸送が主、欧州、中国製

・小型トラックは、いすゞエルフが主で、故障が少な

く好評

・産油国であり、当時は軽油が ２円/L 程度、低燃

費がセールスポイントにならない

・テヘランは歴史のある街で車庫のない家が殆ど、

両側駐車で渋滞がひどい

・イランはシーア派が大多数で、危険なイスラム国

（スンニ派）とは、敵対

・現在

ロウハニ大統領になり親米化傾向、米国の制裁
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が徐々に緩和されており、これからに期待

・イラン人の気質

人情味厚い、人懐こい、肉食で体格良い、堀の

深い顔立ち（アーリア系で美男美女）

・イランのおすすめ

ケバブ、ピスタチオ、メロン、キャビア、（各家で密

造する赤ワイン）、ペルセポリスなど世界遺産

③ インド共和国 ２０１２～２０１４ ナマステ

・TATA社のトラックがインドを代表する車両だった

が、最近は他社も頑張っている

・特にトラックは古い車が多い、３，４０年前の車が普

通に走っている

よく故障するが、直れば許される➡部品が即入

手できる➡MCが出来ない

・ともかく、安くないと売れない/鈴木自動車の乗

用車シェアNo1はもの凄い努力の結果

乗用車も小型車が主流

・人口が多く（１２億強）、交通事情が非常に悪い

人、自転車、馬車、バイク、乗用車、トラック、バス

が混在（地方都市近郊）

バスがクラクションを鳴らし放しで、すっ飛ばす・・・

怖い

・貧富の差が激しい

階級制度（カースト）は無いが、親の仕事を継ぐ

ので実質残っている

ドライバーの月収は、中級ホテルの一泊分と低く、

トラックの運転席も低レベル

・ベジタリアンが７０～８０％で、世界の食糧危機を救っ

ている、朝昼晩カレー

ノンベジも牛肉は食べず、豚肉、魚も食べない

・電力事情弱い

夏場は停電がほぼ毎日、冬は結構寒くなるがエ

アコンは無し（北部）

・インド人の気質

理屈っぽいが優秀な人多い、イギリス式？書類が

多い

行く行くは中国に並ぶ新興国のリーダーに？

・インドのおすすめ

カレー（バターチキン）とナン、タージマハールなど

世界遺産

4

入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事

本日の卓話、元タイ いすゞ社長 香坂佑二様、

楽しみにしています。ようこそお出で頂きました。

本日は、どうぞ宜しくお願い致します。

入江 公敏 会長

入会祝いありがとうございます。

藤塚 勝明 君

入会記念のお祝いありがとうございます。

石川 健次 君

創業記念日のお祝いありがとうございます。い

つもすみません。

岸 幸博 君

結婚記念を祝っていただき、ありがとうござい

ます。

玉川 雄 君

結婚記念日、お祝いいただきありがとうござい

ます。

荒井 純寿 君

結婚記念日のお祝い、ありがとうございます。

これからも夫婦仲良くやって行きたいと思います。

川名 惠美子 君

北砂明彦様、お誕生日おめでとうございます。

新村 千成 君

北砂さん、お誕生日おめでとうございます。

北砂 明彦 君

誕生日祝い、ありがとうございます。54歳となり

ます。後30回はお祝い頂ける様、頑張ります。

苗加 真敬 君

9月21日にアメリカのシアトル4の例会に行って

来ました。豪華な結婚披露宴の様でした。ゲストな

ので一番前に案内され、親切にして頂きました。日

本からシアトルロータリー4の方に Thank you ver

y much ！

鈴木 洋子 君

香坂様、本日の卓話楽しみです。宜しくお願い

します。

スマイルボックス 小栁 智裕 委員長 本日 \12,000 累計 \205，０0０


