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第1291回（本年度 第8回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
■簡ガバナー公式訪問日
●卓話 ガバナー講話
簡 仁一 ガバナー

次回 9/10 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 住宅建築産業について
藤本 淳司 会員

本日は第4週で私の体験についてお話しさせて戴く日で今日のお題
は、
『退会しょうかな！』
を意識したきっかけについてです。
私は、70歳になるまでくずはRCに30年間在籍していました。毎週水
曜日の例会に60歳を迎えるまでの20年間は、ほとんどホームクラブ
に皆出席していました。その間に、退会という言葉は、一度も脳裏に
出ずに来ました。
自分では、死ぬまでおそらく在籍すると思っていまし

が、脳裏をかすめることがあると思います。
自分の思
い入れで一度入会した限り誰も
『退会』なんて考えな
いでしょうが、何らかの事情で苦渋の選択をしなけれ
ばならなくなる時が来るのです。
『退会』するに値する事情に納得するならば、仕方あ
りませんね。
『退会防止』について、今まで時の役員は、方策を述
べられていますが、特効薬はありません。実はクラブ
は、会員に何もできません。むしろ、会員がクラブに何
ができるか？と自問自答し積極的にクラブ諸行事に
た。それが、退会することになったのですから人生っ
て分かりませんね。
実は、齢70歳を目前の数年間『クラブの雰囲気』が、
私が入会当時に教育を受けた『雰囲気』からは遠ざ
かっているように感じて来て、何か？違和感を覚えつ
つ例会に出席していたのは事実でした。
それは、JC上
がりの新入会員の職業分類が偏りすぎて来たことに
よるものであることが分かりました。一業種一人とい
う枠組みが緩やかになり形骸化しているムードに拍
車を掛けて
「お友達の集まり」になり、緊張感もなく、
例会でも仲間内でテーブルを囲み、異業種交流の場
とはほど遠い例会場の雰囲気でしたが、会員数の増
加には貢献していることはたしかでした。
そうこうしている内に、伏見隆さんから
「大阪中之島
の会員さんが、支援してくれることになるので、その

協力して頂ける会員の集大成により、活気あるクラブ
ライフになることが特効薬と私は思います。会員が積
極的に参加しようと思う諸行事を計画するためにク
ラブの役員は、会員がそのような行動を起して頂け
る場作りをしなければなりません。
クラブの役員任期
が1年交代制になっているのも活気あるクラブ運営
をする手法です。私なら、
こうする！と思う諸行事の計
画を日頃から、例会場・情報集会・親睦会で大いに語
り合いましょう！ ぼーっとしてたら、チコちゃんに叱ら
れますよ！
夢ある！・語り合えるムードある！お互いに元気もらえ
る場、そのようなクラブになるには、会員各位の例会
出席が何よりの始まりです。例会場は、人を育てる人
間道場です。

受け皿として組織を立ち上げてほしい！」
との申し出

幹事報告 (8/27)

を受けてその代表者になり選管に政治団体届けをす

2020-21年度第1290回（第7回例会）

幹事 村上 俊二

ることになりました。
その時、
くずはRC内には、当時の枚方市長の後援会
会長がおられて、
これではクラブを二分する？なーと
思いました。
その事の事情については、今まで再三申
し上げています。
自分にとってクラブやロータリーの思いの低下と重
なり、
このまま選挙になると居づらくなり伏見隆さん
に掛けよう！との決断をし、苦渋の選択で
「退会」
とい
うことになりました。
退会して半年後に、
まさか大阪中之島RCに入会させ
て戴くとは、その当時は思ってもいませんでしたが、
今こうしてお話しさせて頂くことの機会を頂き感謝し
ております。
皆さんも、入会した後には、いつか『退会』
という言葉

幹事の村上です。幹事報告をいたします。
それではこれからの行事予定を申し上げます。
■8月27日
（木）、本日の卓話者は小原会員でありま
して、卓話の時間のなかで卓話と同時に自己紹介

もかねてお願い致します。小原会員よろしくお願いし

■9月19日
（土）、
この日は模擬ズーム会議が開かれ

ます。
また例会終了後、指名委員会が開かれます。

ます。先週8月20日の臨時理事会で太閤園が開い

■9月3日
（木）、
この日は簡ガバナーの公式訪問日に

ている限り例会は通常どおり行うこと。
しかし新型

なっています。例会に先立ち11時半より太閤園淀

コロナウイルス感染がさらに拡大した場合、非常事

川邸にて懇談会があります。出席義務者として金

態や太閤園休業も想定されるため、その時はロー

森会長、辻一夫エレクト、栗山ノミニー、高島会員、

タリーの 活 動をやめるのではなく、オンライン

嶽下次年度幹事、村上幹事の出席をお願いします。

（ズーム）
で会議を開催することの方向がきまりま
した。今回の模擬は全員の方がズーム会議に参加

また例会終了後、
クラブ役員会が開かれます。
■9月5日
（土）、地区職業奉仕委員長会議が大阪YМ
CAで開かれます。

できる環境を整えるために行われます。詳しい手
順は後日改めてズーム委員会から報告があります。
■9月24日（木）、
この日の卓話者は檜皮会員となっ

戸田職業奉仕委員長よろしくお願いします。
■9月10日（木）、
この日の卓話は藤本会員となって
いますので、
ご準備よろしくお願いします。
■9月12日（土）、地区ロータリー財団セミナーが追
手前学院大学大手前ホールにて行われます。北村
薫委員長よろしくお願いします。
■9月17日
（木）、
この日は臨時総会があります。前年
度事業報告、会計報告、監査報告があります。

ております。
ご準備よろしくお願いします。
それから、
この日に職業奉仕委員会の出前授業が、
中之島朝日カルチャーセンターにおいて、16時か
ら17時30分まで行われます。戸田委員長よろしく
お願いします。
■9月26日
（土）、米山奨学委員長会議が開かれます。
この日は藤本副委員長出席よろしくお願いします。

また例会終了後、理事会が開かれます。

自己紹介

小原 理恵 会員
その前に、
まず簡単に自己紹介をさせて下さい。私は
中国上海出身で、幼い頃から体操競技をしていまし
た。父は中国サッカーチームのキャプテンで、50年代
では割と有名な選手だった為、その影響を受けて私
も5歳から16歳までスポーツ一筋で少年時代を送り
ました。
その癖か、今でもどんなに忙しくても、毎日必
ず少しは時間をとってヨガをしています。
私は1992年に留学生として日本にやってきました。
来日してすぐに東京の亜細亜大学に入学したので、
先に日本へ来ていた姉とその旦那（今はLAOXの社
こんにちは。本日は私の初めての卓話です。何を話し

長です）
と共に3人で一緒に池袋でレストランと本屋

たら良いか大変悩みましたが、政治面には触れない

さんを始めました。
そして2006年に大阪日本橋での

お話をさせていただきます。経済面に関しては皆様

上海新天地開業に伴い、大阪へ越してきました。
その

は私の大先輩ですし、私が話す立場ではないと思い

後2009年に独立して、
自身の事業を立ち上げ、飲食

ます。私は中国出身ですので、中国事情についてお

店やケータリングを主に行う会社の経営を始めまし

話しができたらと思います。
どうぞ最後までよろしくお

た。現在は飲食店を大阪市内に3店舗、関西国際空

願い致します。

港付近のホテル内に2店舗、
そして名古屋に1店舗出

オタイ）酒です。“日中国交正常化”の際には、当時の
周恩来総理と田中角栄元内閣総理大臣も茅台酒を
飲まれました。
貴州茅台が特に有名で、
その市場価値は現在中国で
最高値になっています。度数は53度のもので市場価
格が3万円から6万円、
それもなかなか手に入らない
ため、年々高くなってきています。53度でも火をつけ
ると燃えるほどの度数ですが、中国酒の最高度数は
青島の琅琊台酒で、70度もあります。飲んだ瞬間に
喉が火傷しそうになるほどの強いお酒です。
店しています。

日本のお酒は特に日本酒が美味しくて飲みやすいで

今年は、新型コロナウイルスの影響が大変大きかっ

すが、後から頭にくるという言葉がありますよね。ひと

たです。
そのため、今の時代に適応するよう事業範囲

つ冗談を言いますと、中国のお酒は頭にくる前に、脚

を絞り込み、変革することに決めました。そして現在

にきます。
もう脚はフラフラです。
（笑）

はスーパーマーケットの運営や流通、真空包装食品
の開発やお惣菜等の半加工製品を中心をした厨房
を設け、セントラルキッチンを目指して頑張っていこ
うと思っています。

次は中国料理についてです。伝統的な分類によると、
中国料理は山東料理・上海料理・広東料理・四川料
理に分けられるそうです。日本の中華料理は、昔。中
国からやってきた華僑の人たちが、日本人の口に合

新型コロナウイルスは、私たちの仕事と生活を大きく

うよう改良して提供したものだそうです。例えば麻婆

変えました。変化に直面している人もいれば、
それぞ

豆腐や青椒肉絲などの料理は、実は中国では滅多に

れの悩みやストレスもあると思いますので、今日は少

食べられないものです。近年の中華料理店では、大

し軽い話題でお話しさせて下さい。

抵新華僑たちによる本場の味や、腕よりパフォーマン

それではまず、中国茶についてお話をしようと思いま
す。中国茶は製法によって、緑茶（龍井茶）
・白茶・黄
茶・清茶（烏龍茶）
・紅茶・黒茶（プーアル茶）
・花茶（香
り茶、
ジャスミン茶）の7種類に分類されます。中国南
方の人は緑茶を主に好み、北方の人はジャスミン茶
等の花茶を好んで飲みますが、一番濃いのはプーア
ル茶です。一般的に、春は花茶、暑い夏は緑茶、涼しく

スを重視して少し変わった料理を続々生み出してい
るトレンドがあります。特に最近では流行りのTikTok
で料理を作る動画がたくさん流れていて、素人でも本
場の中華料理を作れる時代になっています。私の店
でも、中華料理以外に火鍋なども提供しています。最
近の日本の若者たちの間では辛い料理がブームに
なっているみたいですね。

なってくる秋には烏龍茶、
そして冬には身体温まる紅

そして次は中国のキャッシュレス化についてお話し

茶というように、季節ごとに飲むお茶を変える習慣が

ます。中国のモバイル決済は2014年頃から爆発的に

あります。

普及が始まりました。現在の中国では、基本的に財布

私の出身でもある上海人の習慣は、食事の前には軽

を出すことがないです。
その代わりにWeChat Payや

くて香りの良いジャスミン茶、食後は濃いめの烏龍茶

Alipayといった便利な支払い方法を使います。今で

やプーアル茶で締めます。中華料理は脂が多いので、

は小さな露店の八百屋さんでも現金を受け付けない

食後にお茶を飲むと消化を助ける作用があり、
ダイ

ため、中国に行く際は財布を持参する必要がありま

エット効果もあると言われているからです。

せん。但し、ひとつ注意しなければならないのは携帯

お茶の次はお酒です。紹興酒はもう皆様ご存知のよ

の充電が無くなること。
（笑）

うに有名なお酒ですが、実は中国ではほとんどの人

最後は中国のインバウンド観光についてお話します。

が白酒を飲んでいて、
その中でも有名なのは茅台（マ

2020年までは誰もがインバウンド観光に関係してい

たと思います。
日本は「観光立国」の国的政策により、

以前、
「爆買い」
という言葉が流行りましたよね。
この

多くの外国人観光客を積極的に日本に呼び込みまし

言葉は正に、中国人観光客の購買力を表すために誕

た。2019年には3,188万人の外国人が来日し、その

生したものだと思います。
ではなぜ、中国から来る旅

うち959万人は中国からの観光客で、割合の大半を

行客はこれほどにも多くの買い物をするのでしょうか。

占める1位です。つまり、3人に1人が中国からの観光

実際に私が考える3つの理由をまとめてみました。

客という計算になります。去年は私の経営する飲食

一つ目に挙げられるのは、中国の経済が著しく発展

店にも約70万人の中国人観光客が来てくれました。

したことにより、人々の収入も増え、経済状況が良く

またその他には東南アジアや韓国からの観光客もた

なったこと。

くさんいらしておりました。

二つ目は、中国人は贈り物を送りたい気持ちが強い

いかに多くの中国人観光客が日本に訪れていたか

民族です。特に海外に行くときは、親戚や友人、会社

の見当がついたところで、その時の中国人観光客の

の同僚らみんなにお土産を持って帰ることが習慣で

行動分析を皆さまと共有させていただきます。
日本を

す。お土産がないとケチと思われることもあります。

訪れる中国人観光客へ向けた3,000人以上が対象

（笑）

のアンケート調査の結果、訪日中国人観光客の46%

三つ目の理由としては、日本の品物は品質がとても

は25歳から40歳で、
その内の70.5%は会社員または

高く、その質が世界中で認められているということで

公務員であり、
さらにその内の41.2%は年収が300万

す。それに対して、中国には多くのレプリカが出回っ

円〜500万円あたりです。
また、全体の52%以上の方

ているというのも事実です。

は日本の文化やユニークな商品及びサービスに関
心があると答え、その内の77.4%の対象者は化粧品
や健康食品を購入しています。

今年は新型コロナウイルスの影響で観光客はほとん
ど来ないのですが、
この困難を乗り越えて、出来るだ
け早く終息して、明るい未来を迎えられるようにみん

2018年の調査によりますと、中国人観光客の平均消

なが力を合わせて、
より良いビジネスと社会貢献を

費額は1人当たり約23万円で、
これは世界中の観光

実現するために、互いに協力していけることを願って

客の平均消費額の1.5倍に当たります。
この数字は中

います。
また、その時が来たら、ぜひ私のお店でも美

国人観光客を除いた平均消費額の2倍でもあります。

味しい中華料理を食べて、美味しい酒を飲んで、盛

また、
日本で地元の人々のアクティビティに参加した

大なパーティーをやりましょう。
ご静聴ありがとうござ

いと答えた方は81.5%、
もう一度日本に旅行をしたい

いました。

と答えた人は95.6%にも及びました。

開明中学校・高等学校IAC & 高槻中学校・高等学校IAC
合同例会報告
8月30日（日）12：00より開明中学校・高等学校&
高槻中学校・高等学校インターアクト合同委員会
活動「模擬国連」
に参加しました。
生徒たちは2〜3人、1組になり途上国・先進国等
異なる各国大使を演じ
「エネルギー資源問題にお
ける解決策」の発表と共にDebatingでは状況の似
通った国だけでなく異なる国の合意が取れるよう
に熱く議論を交わしておりました。
生活の中で欠かせないエネルギー資源の今後の
在り方に私も考える機会を頂きました。

インターアクト担当 檜皮 悦子
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ニコニコBOX

辻（一）
：ニコニコ
戸田：明日朝の朝日新聞で出前授業の記事が出ます。
よろしく
辻（義）
：ニコニコ
吉田：早退のお詫び
嶽下：ニコニコ
下岡：ニコニコ
北村（讓）
：小原さん、卓話頑張ってください！
前田：本日入会予定者の澤田様がお見えです。皆様よ
ろしくお願いいたします。
檜皮：小原会員、本日の卓話、楽しみにしております。
上山：毎日暑いですね。

8月27日のメニュー

満村：ニコニコ
小原：ニコニコ
藤本：小原会員、本日卓話よろしくお願いいたします。

本日合計 : ￥27,000
累

計 : ￥205,000

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

ライトミール
ちらし寿司 もずく 赤出汁 コーヒー

9月のお祝い
Congratulations!
●誕生日
村木 博行 ［ 3 日］
高島 凱夫 ［20日］
小原 理恵 ［27日］

●事業所設立記念
前田 隆司

株式会社前田商会［大正10年］

●結婚記念日
前田 隆司 ［ 2 日］
戸田 佳孝 ［15日］
小原 理恵 ［28日］

36名
6名
1名
27名
8名

出席率
7月30日の修正出席率

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
1名
1名

77.14 %
91.42 %

●本日のゲスト
前田会員ご紹介
米山奨学生

澤田 龍志 様
陳 玉芬 様

●メイクアップ
北口 竜輔
上山 英雄

7 月22日
7 月21日

親睦委員会
大阪南RC

