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2016 年 6 月 9 日　第 2650 回 例会

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『我らのなりわい』

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所 3 階ホール
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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ソウル旅行で感じた事
先週卓話で藤会員よりソウル国際
大会の報告がなされましたが私も
４日間の韓国旅行で感じたことを
お話ししたいと思います。現地ガ
イドさんの話です。４日間のうち
３日間に現地ガイドが同行でし
た、１日目が到着した金浦（キン
ポ）空港からバスで名簿登録の為大会会場まで行き
そこからホテルまでの半日でガイドさんは女性で５
０過ぎ位の方でした、このガイドさんはごくあたり
さわりの無いごく標準的な人でした。２、３日目の

 会長報告　　　　　　　　　　星野　雄　会長

ガイドさんが朝ホテルからバスにて大会会場、昼食
後「宗廟」（朝鮮王朝の神社のような所）を回った
のですが、その二人目のガイドさんが非常に優秀な
人でやはり５０過ぎ位の女性でした。観光の重要な
ポイントの案内は案内でするのですがソウル市内は
渋滞が激しく移動にかなり時間をとられその間私た
ちがいわゆる「韓国が好きな町内会のそれらしい親
睦団体」ではなく車内殆どがネクタイ背広着用（２
日目は開会式があるため）でロータリーあるいはラ
イオンズと承知だからあえてなのかどうかは分りま
せんが非常に内容の濃い話（あまり観光ガイドらし
くない）を次々と始めたのです。「韓国いわゆる朝
鮮は過去４３０回外敵に責められている」から始ま
り、日本と韓国の歴史的な関係それも日本の古事記、
日本書紀の記述を引きながら滑らかな日本語で説
明、こっちはあっけにとられていると我が日本の歴
史に関する知識が豊富で思わず聞いている日本人が
その無知に恥ずかしくなるようでした。本人は日本
に（特に九州）ガイドとして韓国の人を連れてよく
来ているとの事。地震で熊本城の石垣や塀などが壊
れたことも十分承知で涙を流したと話しました。観
光案内はもちろんそれ以外の話の引き出しが多く深
く、今の韓国で問題となっている政治、経済、道徳、
精神論などを色々教わりました。例えば脱北者の実
情、日本では北朝鮮の悪い所しか報道されず、脱北
するためにかかる費用、韓国に来てからもらえる生
活支援金額、その金もだまされてとられる事もある、
生活習慣の違い、特に資本主義的な考えになじめな
い、仕事が無い、その結果北に帰りたがる、また韓
国の若い人の意識の変化。韓国は日本より儒教の教
え特に敬老の考えが強いが地下鉄の優先席で若い人
が座っていてそれを注意した老人に席は代わってあ
げたが老人の降りる駅までついて行って階段から突
き飛ばした事件。韓国は徴兵制があるが昔は３年今
は１．５年との事。ガイドの息子さんも徴兵に行っ
て来たが帰ってきた時はそれなりだったが３か月で
元に戻ってしまった。若い人の就職難、韓国は１０
位の財閥が国内総生産の大きな部分を占めているの
で財閥に就職できなくてはだめ。韓国で非常に人気
のある女子６～７人位のアイドルグループがテレビ
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● 藤　喜代司次年度会長　
　　第１グループ合同例会ご案内
　　商工会議所新会館移転に伴う
　　　　　　　備品整理について
　

● 高木親睦委員会長
　　６月３０日（木）
　　　　親睦夜間例会ご案内
　

※ 鈴木康仁会員
　　　　規程審議会報告の件

※ 吉野　哲会員　
　　　　　　人口増加対策、雇用対策活動について

委員長報告　

・星野　雄会員　笠倉さん、1年ぶりの卓話お待たせ
　致しました。本日楽しみです。
・高木　巌会員　入会月記念品ありがとうございます。
　前回欠席のおわび。
・芹川直行会員　笠倉さん、卓話楽しみにしています。
・鈴木康仁会員　笠倉会員、卓話よろしくお願い致し
　ます。
・笠倉正弘会員　久しぶりの卓話です。よろしく。
・藤喜代司会員　笠倉さん、卓話楽しみにしております。
・長瀬六朗会員　笠倉会員、卓話楽しみにしておりま
　す。
・奥山浩司会員　前回欠席のおわび。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

本日 前回まで 累計

ニ コ ニ コ 8,000 347,000 355,000

財 団 2,000 110,000 112,000

ポ リ オ 0 18,000 18,000

米 山 0 101,000 101,000

周 年 0 3,000 3,000

計 10,000 579,000 589,000

 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：24名
   　本日出席：14名　欠席：10名
　　出席率 58.33%
・MAKE UP
　　星野　雄、芹川直行、
　　鈴木康仁、藤喜代司、
　　岩野　明、喜村裕一
　　　　　　　　　　（6/2 理事会）
　　松崎貞男
　　（6/7 地区会員増強会員維持セミナー）
以上により、出席率は 87.5％になります。
　　

 幹事報告
＊横須賀北RC週報
＊7月例会案内　
　　　横須賀西RC、横須賀RC
＊鎌倉中央RC週報
＊三浦海岸納涼まつり
　　　　　花火大会協賛依頼
＊第１グループ合同例会ご案内

のクイズ番組で顔写真を見せられこの人は誰か？と
質問された、正解は韓国人なら当然誰でも知ってい
るはずの歴史的な英雄、義士、ところが分らず、あ
げくに韓国では悪い日本人の代表とされる人の名前
などを言ってしまい、非難を浴びた。その他いろい
ろな話を聞きました。聞く耳のある日本人に自分の
話を聞いて欲しいという気持ちが強く又十分聞きご
たえのある話でした。毎週土曜日に中学生に勉強を
教えているとの事。今回ビデオは持参しなかったの
ですがこれらの話を撮ってゆっくり聞きたいと感じ
ました。同行していたのは２日間のわずかな時間で
したが大変貴重な経験をさせて頂きました。
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 卓話　　　「71 歳の今日この頃」　　笠倉　正弘　会員

50 歳の時、ロ－タリ－に入会させて戴いてから早や 20年が過ぎ先月には 71歳にな
りました。
わがクラブには自分より年上の先輩が六人もいます、心強いかぎりです。自分への励
みにもなっています。このこともロ－タリ - をまだ止められない訳の一つです。
ロ－タリ－の大会で、物故会員の紹介の時に最近はなんとも言えない気持ちになります。
この思いは 70歳になった頃から強く感じるようになった気がします。
人生いろいろですが、老いて益々元気な人と急に「よぼよぼ」になる人と 70歳が男
の分岐点なのかもしれません。70歳頃から　やること為すこと旨く行かず「高血圧、
不眠症、緑内障」とボロボロのダメ爺さんになりつつあります。

予定？では 70歳で会社をリタイアして悠々自適に全国マラソンツア－でもとおもい
きや会社の業績落ち込み　立て直しに四苦八苦し、リタイアどころではありません。たまの休みには我が家は
保育園に早替わり？ ----- と、想定外のできごとだらけで思うようには行きません。
コンビニができて 35年　私達の生活が変わりました、便利になった分、町の小売のお店が消えていきました。
もしもの事ですがコンビニ、ス－パ－の出店規制があれば商店街も昔の賑わいを取り戻せるのですが ----- やは
り夢ものがたりにすぎませんね。

船舶に対する環境規制もいろいろありますがエンジンから排出されるNOx 等のガス、船を安定させるバラスト
水とその処理など多くの規制が IMO（国際海事機構）より船舶に出ています
この規制から派生した新たなビジネスも多く生まれています。

ＮＯx規制は 2005 年 5月発効された大気汚染防止条約で 130KWを超えるディ－ゼル機関から排出されるNO
ｘ（窒素酸化物）の量を規制するものです。今年第三次規制が始まろうとしています。これはかなり厳しいもの
でエンジン自体の性能をあげても規制値をクリア－出来ないほど厳しいもので SCR 等 ( 選択式還元触媒脱硝装
置 ) を排気管に取り付けNOｘを削減します。　　　
＊装置が大掛かり、費用も高い、尿素を還元剤として使う

船舶の環境規制のひとつに先程の「バラスト水の処理」の問題があります。
船を安定させる為に船の底に入れる海水です。貨物船が空荷の時、海水が積み込まれ、到着した港で貨物を積
み込んだ分の海水を船外へ排出する問題です。
これに含まれている水生生物が外来種として生態系に影響を与える問題から国際条約による規制が進められて
います。又、この水を無害化する装置を作り売り込むメ－カ－も沢山出てきています。
小売店が大手コンビニ、大手ス－パ－と競争しても勝てないのと同じで、弊社が競争相手とする
エンジンを作る「生みの親 ------ メ－カ－」とは「太刀打ち」はできません
環境規制の波を旨くビジネスに利用しなかった弊社の仕事は激減してしまいました。何とか巻き返しをしなけ
れば大変な事になります -----。
エンジンメ－カ－に対抗して「負けるが勝ち」の理屈で他分野への進出、開拓をやっています ------ 陸上（ｽｰﾊﾟ-
　ﾃﾞﾊﾟ-ﾄ､ﾎﾃﾙ、病院、高速道路、排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場、NTT、大学など）に設置されている非常用ディ－ゼル発電のメ
ンテナンス会社に今、売込みをかけています、それと ------- 摩擦圧接機と熱処理設備の導入により新規客先の開
拓です。　まだスタ－トして間もないのですが「背水の陣」の気持ちでやっています。
何とか業績の黒字化を達成して尾道工場に負けないようガンバリます。

先日　内館牧子の小説「終わった人」を読みました
「定年退職祝い」（リタイア－）は「生前葬」との事 ------ ショッキングな見出しです
先日、三崎口駅のそば屋で法木さんに会いました、これから「観光ボランティアガイド」として出かけるとの事、
楽しそうな表情でガイドになる資格や登録の事を私に話しかけ、私としてはロ－タリ－に再入会すべく話をし
ようと思ったのですが言いそびれました。
会社業績の向上、新規需要開拓など早く「みとうし」を立ててリタイア－したいものです。

その後どうするかを今から考えていきます。
リタイア－、余生（余った人生！？）人それぞれのやり方があるんでしょうがどうも自分は今の儘の生涯現役
が合っているような気がします。
とにかく「病気で寝たきりにならない」「死ぬならポックリ」を目指して元気で生きたいものです。
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