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2015 - 2016 年度 第2660地区のテーマ

変革を！
ロータリーを通じて奉仕(プレゼント)を！
2015 - 2016 年度 大阪中之島RCのテーマ

未来に向けて！
そして楽しもう ロータリーを！

（ 11月19日）

YUJI's MONOLOGUE
月 間 テ ー マ（ 11 月 ）

ロータリー財団月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2015年11月26日
第1085回（本年度 第20回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「R
: ・O・T・A・R・Y」
●卓話 VTT奉仕事業実施について
高島 凱夫 会員

次回 12/3 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 自己紹介
坂本 恵 会員
皆さんこんにちは
本日は、
お客様はお越しになっていません。皆様どうぞごゆっくりお過
ごしください。
まず最初に、先週開催されました理事会の内容を少しご紹介したい
と思います。週報にも掲載していますが、今回は特に重要な事項があ
りますので、簡単にお話をさせていただきます。
一つ目は、会員増強委員会からのものです。会員入会手続きにつき
まして今までは、少し分かりにくいといったところがございましたので、
フローチャート式に分かりやすくいたしました。
わからない点がありましたら、会長、幹事、会員増強小委員長にお尋

■12月3日
（木）
は坂本会員の自己紹介です。
坂本会員宜しくお願いいたします。
辻一夫国際奉仕委員長よりソウル国際大会のPRが
ございます。
■12月4日
（金）〜5日
（土）
は国際ロータリー第2660地
区2015〜2016年度地区大会でございます。
第1日：2015年12月4日
（金）
リーガロイヤルホテル3階

ねしていただければと思います。
次に、現在進めていますベトナムVTTプロジェクトの
件でございます。次週にはプロジェクトの内容等につ
きまして、
詳しく報告をさせていただく予定にしていま
すが、
今回のプロジェクトには多数の参加者が必須条
件となっています。皆様方のご協力が必要な事業で
あります。
是非ともご理解ご協力をお願い致します。
3つ目には、
クラブ戦略計画についてであります。
昨年度末から戦略計画につきまして皆様方からのご
協力によりまして、戦略計画委員会は順調に進めて
きています。先週の理事会では、戦略委員会提案の
我がクラブの大きな目標を承認していただきました。
「地区内の中堅クラブを目指す」
ことと
「奉仕活動に
参加しょう」
という2つの項目を挙げました。内容につ
きましては、来月皆様方にお話しさせていただく時間
を設けています。我が大阪中之島RCの未来のために、
是非ともご理解ご協力をお願い申し上げます。
毎週お話させて頂いています、
「奉仕の一世紀」
はいつ
もながらご自身でお読み頂ければ幸いでございます。
以上で会長の時間を終わります。
ありがとうございま
した。

幹事報告 (11/19)

2014-15年度第1084回（第19回例会）

幹事 檜皮 悦子

■11月26日
（木）の卓話はVTTチームリーダー高島会
員が「VTT実施について」
お話しされます。
同日18：00より新大阪ワシントンプラザ2F「 紅梅の
間」にて睦輪会が開催されます。会長・幹事が出席い
たします。
■11月28日
（土）は恒例の社会奉仕事業：成美学寮餅
つき大会です。沢山のご参加宜しくお願いいたします。
現地で配布されます。大阪中之島RC奉仕事業ジャン
バーの着用をお願いいたします。
場所：成美学寮 奈良県奈良市柳生下町445
tel：0742-94-0205
集合時間：12：45 13：00開始
終了時間：14：00頃
餅つき終了後
「花惣」
にて大阪天満橋RACと共に食事会
場所：花惣本店 奈良市二条大路南4-2-1
tel：0742-36-8730

光琳の間

17：30〜20：00

登録受付

18：30〜21：00

RI会長代理ご夫妻晩餐会

第2日：2015年12月5日
（土）
大阪国際会議場 5階メインホール
10：30〜12：00

登録受付

11：00〜12：00

夢のDuo・Concert

13：15〜15：00

本会議

15：00〜16：40

特別symposium

16：45〜17：30

本会議・閉会

本会議には全員ご出席宜しくお願いいたします。
※当日混雑が予想されますので、10：30に集合場所
として5階エスカレーター前とさせていただきます。
■12月10日
（木）
は年次総会でございます。
（次年度理事・役員の決定）
年次総会の後、
クラブ戦略計画委員会より村橋会長エ
レクトが
「クラブ戦略計画」
についてお話しをされます。
例会終了後、第7回1月度理事会でございます。理事・
役員の方はご出席頂きます様にお願いいたします。
■12月12日（土）はVTTヴェトナム支援団の結団式が
開催されます。
場所：
「湖月」 大阪市中央区東心斎橋1-12-22
tel：
（06）6251-7225
■12月17日
（木）SAA委員会＆忘年会が開催されます。
■12月19日
（土）
は本年度の最終夜例会が開催されます。
時間：18：00〜
例会場：太閤園 桜苑
例会後クリスマス家族会が開催されます。
時間：18：30〜
場所：太閤園 桜苑
沢山のご家族のご参加宜しくお願いいたします。
12月17日
（木）
は例会変更の為休会でございます。
お間違えの無いようにお願いいたします。
■12月24日
（木）
は第3回休会日、12月31日
（木）
は第4
回休会日になっております。
■2016年1月7日（木）は新年、最初の例会日になって
おります。会長・幹事の新年の挨拶がございます。
■地区よりご連絡がございます。
地域的社会奉仕活動の一つとして「大和川・石川ク
リーン作戦」
のご参加のお願いでございます。
開催日：2016年3月6日
（日）午前中 ［雨天中止］
開催場所：大和川・石川流域の各市で清掃場所の
設定がされます。
詳細は追って連絡されるそうです。

台湾論 Ⅱ

木村 眞敏 会員
東京市長として震災後の東京都を設計した人
で、
やり手の政治家と思われていますが、
もともと
医者でコッホの細菌研究所に留学した一期生で
あり、
当時北里柴三郎より著名な医師でした）
。
後藤は、
「瘴癘の地」台湾の伝染病（ペスト、マラ
リア、赤痢、
コレラ、腸チフス、天然痘、猩紅熱等）
を根絶すべく、衛生施設や医学校等を開設した
り、上下水道を完備する等あらゆる施策を講じた
結果、上記伝染病をほぼ根絶したのです。
又、16万人いたアヘン中毒患者もほぼ撲滅しま
した。更に、鉄道、道路、港湾等のインフラを充実
しました。
3. 清の時代
清は、上記鄭政権を駆逐した1662年から1895年
までの、200年余りの間統治していましたが、形式
的に官吏を派遣していた程度で、実質的な統治は
していません。
というのも、当時、同地は「化外の地」
といわれ、匪
賊、凶賊が跋扈し、又、
「 瘴癘の地」
といわれ、伝染
病が蔓延し、移民した者の内、9割が感染し、7割の
者が死亡すると言われており、清側も統治に魅力
を感じていなかったのです。
4. 日本統治時代
1895年、
日清戦争に勝利した日本は清から台湾を
割譲されました。
日本はその台湾総督に、桂太郎、
乃木希典、児玉源太郎、明石元次郎等の錚々たる
メンバー送り込んでいます。
桂は総理大臣としての在任期間が歴代トップの人
です。児玉は日露戦争の陸軍総参謀であり、彼なく
して日本の勝利はあり得なかったと言われている
人です。明石は日露戦争時にヨーロッパにおける
諜報を担当した人で、
ドイツ帝国皇帝のウエルヘ
ルムⅡ世をして
「日本陸軍10個師団と同等の戦果
を挙げた。」
とい言わしめた人です。
以上の人を含めて、19名の総督が50年間台湾統
治を行ったのですが、その統治の基本的スタンス
は内地延長化、つまり、内地と同様に安定と繁栄を
築くことでした。厳密には、植民地というより、併合
国（イングランドにおけるスコットランド、
ウェ―ル
ズ、北アイルランド）
というイメージです。
要するに、台湾は敗戦まで日本国そのものだった
のです（当時日本で一番高い山は富士山ではなく
新高山であったし、台湾の嘉儀農林学校は甲子園
の高校野球大会に出場し準優勝していますし、李
登輝さんは「私は22歳まで日本人であった。」
と事
あるごとに言われています）。
日本の台湾統治は、西洋列強の略奪型や搾取型の
植民地政策と本質的に異なるのです。
では、今から、各統治時代の具体的な成果を述べ
てみたいと思います。
①児玉・後藤時代
児玉は、民生局長に後藤新平を起用し、その辣
腕を振るわせました
（彼は後に大臣になったり、

又、農政面では、新渡戸稲造（世界的ベストセ
ラー「武士道」の著者）
を起用し、
サトウキビの品
種改良、工作工法や砂糖工場の製法改良等に成
功し、何と従来の50倍の生産量を達成し、当時
世界1の生産量を誇るようになりました。その他
米、
ウーロン茶等の生産量も激増しました。
この児玉・後藤時代に台湾近代化の基盤が築か
れました。台北には彼らの偉業をたたえるため建
てられた国立台湾博物館があり、その中に同人
らの銅像かおかれています。
②明石時代
南北の縦貫鉄道の開通、
日月澹の水力発電所の
完成により、台湾の工業化に向けて一歩を踏み
出しました。
又、明石は教育令を発布し、多くの師範学校、工
業・農業学校を開設して、教育を普及し、1945年
における、初等教育の就学率は何と92％に達し
ました。
そもそも、西欧列強の植民地支配の原則
は、
反体制運動を起させないため、
植民地人に教
育を与えないことでした
（イギリスの植民地イン
ドの就学率は10％代、
オランダの植民地インドネ
シアのそれは3％でした）。植民地統治を教育か
ら始めたというのは、
世界に類例のないことです。
なお、1928年に台北帝国大学（現台湾大学）を
大阪大学や名古屋大学以前創設しています。
ところで、明石は日本出張中に、急病で亡くなっ
たのですが、その際、家族に
「台湾に骨を埋めて
くれ。
『死して台湾の鬼となり、台民の鎮護たらざ
るべからず。』
と言って死亡したため、台北にその
墓が建てられましたが、国民党の支配時代にそ
の墓の所在が不明となっていましたが、陳水扁
時代にその墓が発見されたのです。
その場所は、
何と、
あのオオクラホテルの東にあった康楽公園
で、鳥居が立っていたところです。
又、明石に招聘された土木技師八田輿一が10年
の歳月をかけて、
嘉南平野の地に東洋一の烏山頭
ダムを造り、
更に、
地球の半周にも及ぶ水路を構築
しました。常時、洪水と干ばつに悩まされていた、
嘉南平野を一気に穀倉地帯に変えてしましまし
た。
台湾の耕作地の42％が生きかえったのです。
以上のほかにも、
多くのダム建設や米の品種改良
等の結果、
コメの生産量は約4倍増え、
半飢餓状

態であった台湾はコメの輸出国になりました。

付届け次第という状況でした。

なお、嘉南では、地元の人たちが八田夫婦の銅
像を建て、毎年慰霊祭が行われています。八田は
石川県人であったため、上記慰霊祭を通じて石
川県人との交流が始まり、結果、台湾に
「加賀屋」
が出店することになったのです。

内省人が日本の統治時代に経験した法治国家と
は、
およそ違う国家になってしまったのです。

③総

括

要するに、
日本の総督府は農水（食べ物と水）の
問題を解決し、
ハード面では道路、鉄道、港湾、発
電所等のインフラの整備や工場建設をし、
ソフト
面では、行政・立法・司法機関や警察等を設置
し、法治主義、すなわち、法による支配を根付せ
ました。
更に、教育により、近代の技術と精神（日本精神
―勤勉・正直・誠実・時間や約束順守、倹約等）
を
学ばせました。要するに、近代化の基礎を築いた
のです。
李登輝元総統によれば、台湾が、戦後近代的産
業国家に成長できたのは、日本の統治時代に、
日本が、以上のような近代化の基礎を築いてく
れたからであるというのです。
5. 国民党統治時代
①白色テロの時代
1945年、
日本は大東亜戦争に敗戦した結果、
ポ
ツダム宣言により、台湾を放棄させられた結果、
国民党が台湾に進出することになりました。
蒋介石は、その右腕である陳儀を大将として軍
隊を派遣し、台湾を軍事占領しました。
上記国民党軍を迎え入れた台湾人らは、一糸の
乱れも無く規律正しく行進する日本軍と比べ、み
すぼらしい軍服で、規律なくだらだら行進する国
民党軍に衝撃を受けただけではなかったのです。
彼らは、国家機関や企業の要職を独占し、汚職、
横領、略奪を恣ままにし、抵抗した者に対しては、
暴行・逮捕・監禁等やりたい放題であったのです。
1947年2月28日、上記国民党軍の所為に不満
をためていた台湾民衆は、外省人の警察がタバ
コ売りの老婆に対する掠奪を咎めた住民を射殺
したことをきっかけに、全島的な抗議デモが発生
しました。
これに対し、上記報を受けた蒋介石は
大陸から増援軍を派遣し、2週間に何と3万人の
台湾人を殺戮したのでした。

それどころか、国民党政府は、1949年に戒厳令
を敷きました。つまり、思想、表現、結社の自由等
基本的人権が停止されたのです。結果、国民党
政府は、共産主義者、民主主義者や台湾独立主
義者、
その疑いのある者達を恣意的に裁判手続
きなしに、逮捕、投獄、処刑しました。
これを、白色テロといい、何とこの暗黒時代が38
年間、つまり、1987年まで続きました。
この間に
どれだけの知識人が処刑されたかは、いまだに
明らかにされていません。
②一つの中国論
なお、彼ら国民党政府は、大陸と台湾は一つの
中国であり、本来、国民党がその中国を統治す
べきなのであるから、機が熟すれば大陸に反功
し、統一すべきであると主張するのです。
この統一されるべきとの主張は、
大陸の共産党の
主張と同一です。但し、彼らは大陸の中国共産党
が台湾を吸収して統一すべきであるというのです。
彼らの思想の根底には中華思想が伏在している
のです。
この中華思想とは、中国が宇宙の中心で
あり、周辺の民族は、東夷、西戎、北荻、南蛮であ
り、獣や蛮族に過ぎないのです。従って、周辺民
族は中国に王化されるべき存在であるというの
です。誠に傲慢な思想なのですが、彼らは有史以
来かような思想を保有し、今現在も上記思想に
基づき、内モンゴル、チベット、
ウィグル等を侵略
し、更に、南シナ海、東シナ海の各島を侵略し、
ベ
トナム、沖縄島を侵略しようとしているのです。
ところで、上記の一つの中国論によれば、台湾の
歴史や地理は、大陸の歴史や地理の一部とな
り、
ほんの付け足しになってしまうのです。
現に、今までの学校教育においては、台湾独自の
歴史や地理はほとんど問題にならなかったのです。
③国民党による反日教育
国民党政府は、日本とは、日華平和条約（1952
年）を締結して経済交流を深め、中華人民共和
国に対する反共政策でも共同路線を歩んできた
のであり、
非常に親和的な関係を築いていました
が、
対内的には、
反日教育を徹底していました。

上記事件のことを2・28事件といい、台湾人には
忘れられない屈辱の事件であるとともに、長く恐
ろしい苦難の始まりでもあったのです。

すなわち、彼らは、
日本統治時代については、略
奪、搾取、弾圧の歴史であり、台湾民は奴隷的拘
束を受けた等と徹底的な反日教育をしました。

1949年、大陸では毛沢東が率いる共産党軍が
勝利し、中華人民共和国が建国されました。一
方、大陸を追い出された蒋介石が率いる国民党
軍及びその関係者は、台湾に乗り込み中華民国
を建国しました。この1949年に大陸から来た
人々を外省人といい、それ以前から台湾にいる
人々を本省人といいます。

彼ら国民党政府が対外的な姿勢と異なり、
反日教
育を徹底した理由は、
以下の3点と考えられます。
①日本統治の期間は半世紀にも及び、
この間、
台湾人は日本の歴史、文化、精神を学び日本
人としてのアイデンティティ形成してしまって
いるので、そのアイデンティティを破壊する必
要があったのです。

外省人は、行政、立法、司法、警察、軍隊、大企業
の要職を独占し、その地位を利用して、汚職、横
領、恐喝等を恣しいままにしました。

②日本統治時代を正当に評価すれば、
彼らの現在
の統治内容の正当性が失われるので、
日本統
治時代の内容を捏造せざる得なかったのです。

例えば、役所等における出世はその上司への上
納金の多寡によるし、警察は無実の人間を逮捕
して保釈金を要求するし、学校の成績や進級も

③中国の易姓革命の思想からすると、天から徳
のあるものとして指名された者が皇帝（統治権
者）
となるのです。従って、
その皇帝（統治権

者）
の徳がなくなれば、天は新たに徳のある者
を皇帝として指名するのです。それゆえ、現政
権の正当性の証明は、旧政権は背徳的あり、
現政権は有徳であることなのです。
この意味か
らも、反日教育が必要であったのです。
なお、中国の歴史書（十八史略等）に、前政権の
悪口ばかり書かれているのは、上記易姓革命の
思想に基づき、現政権の正当性を証明する必要
あったからなのです。
要するに、中国の歴史書は現政権の正当性を語
る書であり、いわばイデオロギーを語る書なので
あり、我々の考える歴史書ではないのです。
第3

台湾人の自治の時代（民主化の時代）

ところで、1975年、蒋介石総統がなくなり、その子の
蒋経国が総統を承継しました。彼も国民党の一党独
裁による恐怖政治を承継したのですが、一方、1972
年に李登輝を農業問題の国務大臣に抜擢し、1984
には李登輝を副総統に就任させ、1986年民進党の
結党を黙認、1987年に戒厳令を解き、総統の世襲制
を廃止しました。
そして、
1988年、
蒋経国の死亡により、
自動的に李登輝
が総統に就任しました。
初めての本省人の総統です。
李登輝という人は、京都大学で農業経済を学び、
アメ
リカのコーネル大学で書いた論文で全米1の評価を
受けた世界的学者です。
その後、台湾大学の教授とし
て農業経済を教えていました。要するに、純粋の学者
だったのです。
その彼に、農業問題で悩んでいた蒋経国が声をかけ
たのです。以後、前述したような経緯で総統に就任し
ました。
彼は、総統に就任するや、台湾の民主化のため、恐る
べき政治力を発揮しました。一党独裁政党の国民党
内部から民主的改革を断行し、一滴の血も流さず民
主化を実現、すなわち、1996年には総統選挙を実現
してしまったのです。
これは奇跡です。
なお、李登輝は、台湾人のアイデンティティを培養す
べく、台湾独自の歴史教育を始めました
（従来の国民
党の歴史教育は、台湾は中国の一部であるという前
提から、大陸の4000年の歴史が歴史教育のほとんど
であり、台湾の歴史は取るに足らないものでありまし

た）。
また、日本統治時代も正当に評価した教育内容
となりました。
更に、2000年には、総統を辞任し、その年の総選挙
で民進党への政権交代も実現しました。
民進党の陳水扁は、台湾の独立を唱え、正名運動（中
華という名称を台湾に代えてゆく運動）、蒋介石を2・
28事件の元凶とし、同人の個人崇拝色の払拭（銅像
の撤去、紙幣の肖像を改め、中正を台湾に改称等）、
郷土言語も必須化（閩南語、客家語、原住民諸語）
し
ました。
2008年、汚職問題、独立政策の後退等の事情によ
り、国民党の馬英九が勝利。大陸中国との統一政策を
強引に推し進めました。
習近平と組んで統一政策の一環としての、
サービス貿
易協定を推進しようとしましたが、学生たちの反対
（立法院の占拠）
と国民の大多数の反対により挫折し
ました。
現在の支持率は8％。来年の選挙は惨敗が予想され
ています。
参考文献
「李登輝より日本へ送る言葉」
「新・台湾の主張」
李登輝著
「台湾紀行」
「中国・閩のみち」街道をゆく40・25
司馬遼太郎著
「日本人に隠された
〈真実の台湾史〉」

李久惟著

「台湾人から見た日本と韓国、病んでいるのはどっち」
同上
「日本が戦ってくれて感謝しています」
「日本の植民地の真実」
「台湾論」
「台湾人と日本精神」
「日本人と台湾人」

井上和彦著
黄文雄著

小林よしのり著
蔡焜燦著
永山英樹外著

「台湾は何故親日なのか」

田代正廣著

「大阪アースダイバー」

中沢新一著

「台湾烈々―世界一親日国家がヤバイ」 宮崎正宏著
「親台論」
浅野和生著

大阪中之島ロータリークラブゴルフコンペ
2015年11月22日
（日）三田ゴルフクラブにて会長杯ゴルフコンペを開催致しました。
当日は天候、気候に恵まれ絶好のコンディションでした。優勝は杉村会員！！おめでとうございます。
次回は来年4月頃に開催の予定です。多数のご参加をお待ちしています。

西田 末彦

2015-2016年度
第2660地区IM6組ロータリ−デ−

11

ニコニコBOX

19

2015-2016年度 第2660地区IM6組ロータリ−デ−が
11月21日開催されました。

嶽下：本日の卓話、木村眞敏会員よろしくお願いします。

ホストクラブは大阪天満橋ロータリクラブで拉致問題と
国家の役割のテーマで開催されました。

村橋：ニコニコ

下岡：木村さん、代理卓話よろしくお願いします。
小林：少し寒さを感じますね。健康に留意しましょう。
辻（一）
：ニコニコ
吉田：ニコニコ
針谷：木村さんの台湾論Ⅱ楽しみにしています。
高島：ニコニコ
北村：地区職業奉仕の出前事業見学のため、早退い
たします。
村上：今日19日千里にエキスポシティーがオープンし
ました。
私は一足先に見学しましたが、
とても広くて大
きいです。ニコニコ
辻（義）
：ニコニコ
木村（佳）
：ニコニコ
戸田：ニコニコ
栗山：ニコニコ
杉村：雨が続きますね。
ご自愛ください。
井本：先日の秋の褒章で父親が、春の褒章で受章した
母に続き受章いたしました。両親とも受章でニ
コニコ

※高島PDG、北村会員も出席されておりましたが、
お席を離れておられます。

本日合計 : ￥31,000

東北のお礼状

社会奉仕委員会 委員長

昨年度に支援しました岩手県九戸郡野田村教育委員会
からお礼のメールをいただきました。

●出席報告

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

昨年度はご支援頂きありがとうございました。
お陰様で野田村の児童・生徒はスポーツ器具等の
ご支援を受け、今年度は各種大会で成果が出てお
ります。
野田中学校野球部は地区大会優勝し岩手県大会
でも18年ぶりに優勝いたしました。
柔道部におきましては、今秋の岩手県の新人戦に
おいて、60キロ級で優勝、90キロ級超で準優勝、
ソ
フトテニスは地区大会優勝、県大会ではベスト8と
なりました。

会長の下岡陽一郎様を始めロータリークラブの会
員の皆様に心から御礼申し上げます。
安達様におかれましては、お体をご自愛くださいま
して今後の更なるご活躍をご祈念申し上げます。

33名
6名
1名
28名
4名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

0名
0名
0名
0名

出席率
87.50%
10月29日の修正出席率 90.62%

●メイクアップ

井戸本 泰次 11月11日
北村 讓 10月26日
梅原 一樹 10月16日

これも皆様からのご支援を受け子供たちが頑張っ
てご恩を成果で報告したかったものであります。
昨年度のご支援は本当に子どもたちは喜んでおり、
やる気を頂いたと思います。

計 : ￥1,021,000

累

安達 昌弘

東大阪RC
地区職業奉仕委員会
地区広報委員会

本日のメニュー
先

附 胡麻豆腐
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