
変革を！
ロータリーを通じて奉仕(プレゼント)を！

2015 - 2016 年度 第2660地区のテーマ

未来に向けて！
そして楽しもう ロータリーを！

2015 - 2016 年度 大阪中之島RCのテーマ

YUJI's MONOLOGUE

（ 9月10日）
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2015年9月17日

基本的教育と識字向上月間

本日のプログラム

月間テーマ（9月）

第1076回（本年度 第11回）例会

次回 10/1 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　米山委員長卓話
　福田 忠博 委員長
■第2回クラブ協議会
　13：40～　サファイアルーム
台北福齢RCより来訪予定

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは

本日は、名誉会員の伏見さんがお見えです。伏見さんの思いがかな
い本当におめでとうございます。ゲストの坂本様、ようこそお越しいた
だきありがとうございます。そして米山奨学生の楊さん、ようこそお越
しいたただきました。楊さんは、スピーチコンテストに参加することに
なりました。後ほど練習の意味も含めましてごあいさつを頂きたいと
思います。

♬SONG : 「日も風も星も」
■臨時総会　事業報告・会計報告
※次週、9月24日（木）の例会は休会日です。
　お間違えの無いようにお願い致します。



2014-15年度第1075回（第10回例会）
幹事報告 (9/10)

幹事  檜皮 悦子

■本日は北村会員の卓話になっておりますが、木村眞
敏会員が代理卓話をされます。「台湾」についてです。
楽しみにしております。
同日13：45分より第4回理事会が開催されます。理事
役員の皆さまご出席宜しくお願いいたします。
理事会後、指名委員会がございます。

■9月12日（土）三世代合同支援事業として、大手前整
肢学園の園児を、須磨海浜水族館に招待いたします。
お手伝い宜しくお願いいたします。
10月23日（金）帝国ホテル大阪5階「八重の間」（12：
30～14：00）にて開催されます。三世代クラブ合同例
会にて三世代クラブ合同社会奉仕事業として報告さ
れます。

■9月17日（木）は臨時総会（事業・決算）でございます。

まず最初に、先週の例会におきましてSAAでの時間
配分などで不手際なところがございまして、皆様方に
は大変ご迷惑をおかけいたしました。今後は会場運
営がスムーズにいくよう改善していく所存であります。
楽しい例会がロータリーの基本であります。皆様方の
ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

本日、ピアニストの吉田さんが子供の具合が悪いと
いうことで欠席されています。代わりに金田さんにき
ていただいています。吉田さんが都合の悪いときに
は金田さんに来て頂くという心強い助っ人であります。
金田さんありがとうございます。

明後日の土曜日、三世代の合同社会奉仕事業が予
定されています。参加されます会員皆様にはよろしく
お願いいたします。

本日もたくさんのプログラムが用意されていますので、
会長の時間は、配布資料をお読みいただくことで省
略させていただきます。

ありがとうございました。
枚方市長に当選されました伏見 隆 名誉会員が

お見えになりました。

本日のメニュー

・ビーフカレー
・メスクランサラダ、コーヒー

■9月24日（木）休会になっております。

■10月1日（木）10月は米山月間です。福田米山奨学委
員長よろしくお願いいたします。
当日、姉妹クラブ台北福齢RCより12名のロータリア
ンが例会に参加され、18時より太成閣にて歓迎会が
ございます。

■10月2日（金）～3日（土）は人道的国際社会奉仕事業
として、大阪中之島RCより6名、台北福齢RCより5名
が東北支援に参加いたします。

■10月23日（金）帝国ホテル大阪5階「八重の間」（12：
30～14：00）三世代クラブ合同例会が開催されます。
又、11月21日（土）コングレコンベンションセンター
ホールA（グランフロント大阪 北館 B2F）にてRotary 
Day：国際ロータリー2660地区 第6組 Intercity 
Meeting が開催されます。
沢山のご出席を宜しくお願いいたします。



台湾は、2011年の東北大震災の折、250億円という巨
額の義援金を贈ってくれました。この金額は世界一の援
助額であり、人口2,300万人余りの台湾が人口3億余り
のアメリカの援助額を上回ったのです。この額を日本の
人口に置き換えて換算すると1,500億円になり、その金
額の重さが分ると思います。

台湾の「一番好きな国」の世論調査においても、日本は
1番の43％で、2番目のアメリカ・中国・シンガポールの
7％を大きく引き離しています。

なお、年齢別の調査では高齢者の日本語族（日本統治
時代に日本語教育を受けた世代）より、20代30代の若
者の日本ファンの比率の方が高いのです（これは哈日
族（日本が好きでたまらない若者たち）の影響と言われ
ていますが、一過性ではなく日本を知る本省人の深い
影響がある）。又、台湾からの観光客数も282万人で3年
連続トップです。爆買の中国人より多いのです。

以上いずれにしても、台湾が世界一の親日国であること
は間違いないでしょう。ところが、我々日本人は、この台
湾という国について、知っているようで意外と知らない
ことが多いのではないでしょうか。

そこで、今から、その台湾の知見を多少とも深めるため、
台湾のことを語ってみたいと思います。

※当時、民主党の菅政権は、主な援助国の新聞に感謝
広告を出したのですが、何と最大の援助国台湾には
上記広告を出さなかったのです。そこで、民間のある
女性が上記広告を出そうと、上記広告料（200万円余
り）をネットで募ったところ、2週間で2,000万円集まっ
たのです。そこで、台湾の新聞に上記広告料を払って
上記広告を出したところ（なお、残金は震災地に寄付
したということです）、上記事情を聴いた台湾企業が
上記広告料全額を震災地に寄付したというのです。

※又、野田政権時には、慰霊祭に出席した台湾代表に
指名献花をさせずに、一般弔問客と同一の扱いにし
たのです。本当に失礼な話です。むろん、安倍政権で
は台湾代表に指名献花をしてもらいましたが、中国は
怒って欠席したそうです。なお、何故か韓国も一緒に

　欠席したそうです。

第1　台湾人の起源について

台湾人は、何時頃、どこからきた、どういう民族なので
しょうか。大きく分けて、四つのルーツに分かれます。

1. 一つ目のルーツは、7万年前にスンダランドにたど
り着いた現生人類が、海岸沿いと内陸を通じて北
上し、更に、約1万4,000年～6,000前に海面上昇
により水没したスンダランドから北上して台湾に到
着した人々です。スンダランドとは、現在は存在し
ないのですが、当時、タイ、マレーシアからインドネ
シア一体は陸続きであり、このあたりに、マレー・ポ
リネシア語族が住んでいましたが、その人たちが沿
岸上や海上を船で北上し、台湾にたどり着き、居住
するようになったのです。

この人たちは、台湾の原住民で、日本では高砂族と
言われています。実際は、アミ族、タイヤル族、パイ
ワン族等20以上に分かれており、言語も違うため、
コミュニケーションする際には、共通言語である日
本語を使います。この世界では日本語が唯一の国
際共通言語となっているのです。

ところで、上記マレー・ポリネシア語の音韻（母音が
中心）、上記民族の習俗（若衆宿、夜這い、褌、入れ墨
等）は、日本語の音韻、日本の古い習俗と極めて類
似しているため、日本の原住民である縄文人は、上
記台湾の原住民と同種ではないかという説もありま
す。なお、台湾では縄文式土器も発見されています。

原住民の人口は全人口の2％の割合ですが、長年
の間に、他の民族と混血した人も多数いるものと思
われます。

2. 二つ目のルーツは、主に17世紀に、福建から来た
民族で、閩南人です。

彼らは、漢民族ではなく、閩南語を喋る民族で、古
来、百越と言われてきた少数民族です。彼らのルー
ツを辿ると、マレー・ポリネシア語族が陸路北上した
人たちで、結局、台湾の原住民とルーツを同じくする
人達なのです。彼らの人口は全人口の72％になりま
す。彼らの喋る閩南語が台湾語と言われています。

3. 三つ目のルーツは、上記と同時期に、広東省から来
た民族で、客家と言われる人達です。彼らは、もとも
と中原にいた王族の末裔といわれており、戦難を避
けて南下してきた人達で、客家語を喋る人たちです。

華僑の1/3は客家と言われています。客家には太平
天国の乱の洪秀全、鄧小平、孫文、シンガポールの
元首相のリ・クワンユー、李登輝等錚々たるメンバー
います。なお、蒋介石の婦人宋美齢、孫文の婦人宋
慶齢も客家です。彼女たちは浙江財閥の娘です。

台湾論 1

木村 眞敏 会員



日　時：2015年9月10日（木）
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：嶽下・下岡・村橋・小林・安達・辻（一）・北村・針谷・西田・永井・辻（義）・檜皮・杉村 　以上13名（敬称略）
配布資料：
・ 2015-2016年度　10月～12月行事計画　
・ 大手前整枝学園　園外活動担当表　
・ 三世代クラブ合同例会のご案内
・ 台北福齢RC歓迎の宴（案）

開会の挨拶（嶽下会長）
本日も重要議題が多数ありますので、宜しくお願い致
します。

審議事項
1. 入会希望者の件

坂本 恵さん入会の件　⇒［ 承認 ］

2. 三世代合同奉仕事業   安達 社会・青少年奉仕委員長
9月12日実施予定の大手前整枝学園　園外活動
9：00に須磨水族館にむけてバスで出発するので
9：00前には集合
事業報告は三世代合同例会にて施す。
　⇒［ 承認 ］

3. 東北支援事業についての報告
安達 社会・青少年奉仕委員長

　⇒［ 承認 ］

4. 台北福鈴RC歓迎会の宴（案）についての説明
辻（一） 国際奉仕委員長

　⇒［ 承認 ］

5. 臨時総会における前年度報告について
辻（義） 前年度幹事

主だった行事・会計監査について報告する。
　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（村橋会長エレクト）
第4回の理事会も無事終わりました。皆様ありがとう
ございました。

2015-2016 年度 第4回　10月度定例理事会議事録

客家は全人口の約13％です。

4. 四つ目のルーツは、1949年に大陸から移り住んで
きた国民党軍とその関係者で、主に、漢民族の人た
ちで、言語的には北京語を喋る人たちです。

全人口の13％前後です。

ところで、この1949年に大陸から来た人たちのこと
を外省人と呼び、それ以前からいる人たちのことを
本省人と言います。

一般の台湾人は、公式の場では、北京語を話しま
すが、日常的には、それぞれの民族に応じて、閩南
語、客家語、原住民の諸語を喋ります。ただ、一般的
に台湾語とは閩南語の事をいいます。

第2　外来政権の時代

李登輝氏と司馬遼太郎氏が、「場所の悲哀」という演題
で対談したことがあるのですが、その際、李登輝氏は
「台湾は1988年に私が総統になるまで、台湾人が台湾
を統治したことのない国なのです。」とのべています。

では、それ以前は、一体、誰が統治していたのであろう
か。以下、統治主体に分けて、時系列で述べていきます。

1. オランダ・スペインの時代

17世紀の台湾は、統一した政権などなく、上記本省
人がそれぞれ民族に分かれて雑居していただけで
した。当時、オランダは植民地のインドネシアを起
点に中国や日本と貿易をしており、その中継地点と

して、1624年、台湾の台南一体を占領し、植民地化
しました。

又、スペインもフィリピンを起点に中国や日本と貿
易をしており、その中継地点として、1626年に台北
一体を占領し植民地化しました。

その後、オランダは、1642年にスペインを駆逐し、
単独統治となる。結局、30年余りの統治であった。

2. 鄭成功の時代

上記オランダの統治を終わらせたのが鄭成功でし
た。彼は滅びゆく明帝国の最後の将軍として、福建
を拠点に奮戦したのであるが、強大化してゆく清軍
に上記拠点も追われ、台湾の台南に拠点を移すこ
とになったのであるが、そこには、オランダ軍が居
城を構えていたので、1662年、同軍を圧倒して駆
逐した。しかしながら、同政権はながく続かず、二十
数年で清軍に敗北した。

なお、上記鄭成功は、台湾でも中国本土でも、異民
族政権である清に対し、漢民族政権の明を守るた
め最後まで戦った忠臣であり、西洋列強を駆逐した
英雄として讃えられています。

鄭成功の母親は、平戸藩の藩士の娘田川松であ
る。又、彼の生涯は、近松門左衛門の「国姓爺物語」
で、物語化されている。

続く



【’15年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1082

1083

1084

1085

17

18

19

20

ロータリー財団委員長卓話
次年度理事・役員発表

ロータリー規定・情報委員会卓話

第6回12月度理事会

R財団担当（国際奉仕）
吉田R財団委員長

卓話担当：小林会員

下岡委員長
R規定・情報担当

卓話担当：栗山会員

【’15年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事
3日（木）
10日（木）
17日（木）
19日（土）
24日（木）
31日（木）

1086
1087
-
1088
-
-

21
22
-
23
-
-

年次総会
例会日変更→12/19（夜例会）
夜例会・クリスマス家族会
休会③
休会④

卓話担当：松任会員
（次年度理事・役員決定） 第7回1月度理事会

【’15年10月 行事予定】　（経済と地域社会の発展月間・米山月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

1077

1078

1079

1080

1081

12

13

14

15

16

米山月間

社会奉仕委員会フォーラム

ガバナー公式訪問日

例会変更＝
　10月23日（三世代例会）

創立記念夜例会

米山奨学委員会
福田 委員長

社会奉仕委員会委員長
安達委員長

夜例会

第2回クラブ協議会

第5回11月度理事会

◆第3回クラブ協議会
11/21（土）IM6組
　第一回会長杯ゴルフコンペ
11/28（土）成美学寮餅つき大会

12/1（火）財団地区セミナー
12/4（金）～5（土）地区大会
12/19（土）クリスマス家族会

10/2（金）～3（土）東北支援事業
10/15(木）ガバナー公式訪問日
10/23（金）三世代合同例会

日本へ来たのは去年の十月です。飛行機を降りた私は、
重いスーツケースを持って、不安でおどおどしていまし
た。緊張感をやわらげるために、深呼吸しました。体に
入ったのは乾燥していてとてもおいしい空気でした。

空はよく晴れあがっていて、秋晴れでした。それを見て
心もなんとなく澄んできました。

これが日本に着いて最初に見た風景でした。

季節が巡るとともに、景色も移り変わります。最初に私を
迎えてくれたのは勉強の秋です。秋と言えば、紅葉狩り
です。特に京都へ行くと山や神社やお寺などはまるで燃
えるような紅葉に包まれています。そんな幻想的な景色
を見ると勉強に対するやる気も出てきました。気温が下
がってきて、今まで経験したことがない寒さがやってき

日本の風景 米山奨学生　楊 宜　（ヨウ ギセン）

ました。けれども、台湾で育った私は冬には雪しか期待
していませんでした。それで、冬休みに北海道を訪ねま
した。一面の銀世界に着くと、ひどい吹雪に遭ってしま
いました。しかし、生まれて初めての真っ白な銀世界
だったので異常に興奮して、手が凍えるのもかまわず外
で雪合戦をしました。さらに、スキー場の頂上から下界
を見下ろすと、スキーをしている人々はまるでアリのよう
に見えました。自然の中では人間は様々な生物の一つ
に過ぎないのだと感じました。

気がつくと、留学してもう半年になっていました。日本で
の生活に慣れてきて、日本に対しての新鮮な感覚も少し
薄らいできたようでした。

でも、春の息吹が冬眠している動物の目を覚ますように
ルーズな生活からも目を覚ましてくれました。川の両側
に何本もの桜があって、あたり一面に咲いていました。
その桜のトンネルを歩くと本当に何か美しい未来へ行
けるような感じがしました。

そして、春の美しさがまだ脳に焼き付いている間に、に
ぎやかな夏がやってきました。紺碧の海がみんなを呼
んでいました。台湾と違って夏には海だけではなくお祭
りと花火もメーンイベントとされています。京都から大阪
にかけていろいろなお祭りが行われます。お神輿には
最も深い印象があります。数えきれない担ぎ手たちが大
声でお神輿をかついでいました。体中から大粒の汗が



●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 2名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 80.64%
8月20日の修正出席率 87.09%

ニコニコBOX10
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嶽下：本日の木村眞敏会員の卓話、楽しみにしています。

下岡：伏見さん、おめでとうございます。

檜皮：伏見さん、おめでとうございます。市長としての
力量を期待しております。

村橋：伏見さん、おめでとうございます。大阪市民より
枚方市長様。

小林：伏見さん、多忙の中よくお越しくださいました。
ご当選おめでとうございます。

辻（一）：ニコニコ、伏見さんおめでとうございます。

吉田：ニコニコ

福田：伏見さん、おめでとうございます。

早瀬：月初です。ニコニコ

針谷：伏見さん、おめでとうございます。ようこそお出
でくださいました。

山本：4月の雑誌月間が廃刊になり今年より9月になり
ました。皆様よろしく。

金森：①伏見市長誕生に大変お世話になりました。

②先週自己紹介をさせていただいて

北村：伏見君、おめでとう！！

村上：ニコニコ

木村（佳）：ニコニコ

西田：伏見さん、おめでとうございます。

岡本：連続欠席のお詫び

満村：ニコニコ

戸田：伏見さん、お忙しい中お顔を見せていただき有
難うございます。

栗山：ニコニコ

杉村：季節の変わり目、ご自愛ください。

梅原：伏見さん、おめでとうございます。ニコニコ

本日合計 : ￥52,000
累　計 : ￥543,000

●本日のゲスト
名誉会員 伏見 　隆 様
北村会員ご紹介 坂本 　恵 様

三世代合同支援事業

出ていました。けれども、みんなはちっとも疲れた様子
ではありませんでした。それどころか、よりいっそうのエ
ネルギーが感じられ、私はその光景に心を揺り動かさ
れました。

時間は私たちの間を流れていきます。

日本に来てもうすぐ一年になります。四季の風景のみな
らず、日々の暮らしも心に刻み込まれました。毎朝道でご
みを拾っている人とか、道に迷っていた時目的地へつ
れて行ってくれた人の後ろ姿、公園で話しかけてくれて
あめちゃんをくれたおじいさんとおばあさんの笑顔、盆
踊りで楽しそうに踊っている人たち、ラーメン屋さんで
真剣にラーメンを作っている職人さん、みんなの姿は永
遠に記憶にとどまっています。

わたしにとって、風景というのは自然の景色ではなく、そ
こに住んでいる人たちこそが大切な景色なのです。わた
しはどこへ行っても、そこで生活している人々の姿がよく
見えるところへ行きます。というのは、人が様々な環境の
中で困難や苦難にぶつかり、それを乗り越えていく姿が
私の成長の力だからです。

日本で会った日本人たちの風景は、すでに私にとって一
生なくてはならない景色になっているのだと思います。

9月12日（土）三世代合同支援事業としまして、大手前整
肢学園の園児を、須磨海浜水族館に招待いたしました。
大阪大手前RCの石田様が何故か一緒に写り込んでおり
ます。辻一夫会員の奥様も参加頂き有り難うございました。

幹事  檜皮 悦子


