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□ 
 

司  会       柄澤  堯君 
開会点鐘       ⻄澤 ⽂登君 
慶  祝 
 ・皆出席  北村 久⽂君(25 年) 
       宮原 宏⼀君(19 年) 
 
 
 
 
 
 ・誕⽣⽇祝 笠原 ⼀洋君(19 ⽇) 
 ・結婚記念⽇祝 
       ⼭﨑 勝司君(15 ⽇) 
ラッキー賞 提供者  ⼭崎 芳雄君 

多数提供いただきました。 
   『からすみ』  ⽣川 秀樹君 
   『グァバ⼲菓⼦』笠原 ⼀洋君 
           ⻄澤 尚夫君 
   『台湾菓⼦』  飯島 俊勝君 
           宮原 宏⼀君 
           中沢利樹男君 
   『⿊檀の箸』  柄澤  堯君 
           ⼩嶋 修⼀君 
           中澤 信敏君 
委員会報告   
  ・広報情報委員会  宮原 宏⼀君 
  『ロータリーの友』紹介 
プログラム 会員卓話  ⼭崎 芳雄君 
  『私の知る台湾の紹介』 

⻄澤 ⽂登君 
 1 ⽉ 13 ⽇は東信第 2
グループの新年会でし
た。ご⾜労いただいた
皆様、お疲れさまでし
た。今⽇は単独例会と
しては今年初めてとい

うことになります。改めて皆様、本年もよろ
しくお願いいたします。 
 暖冬だ、異常気象だと騒いでいたところ
にこの爆弾低気圧。昨⽇から保険代理店は
事故対応で⼤忙しです。碓氷峠の事故は⼤
変なことでした。だんだん原因がはっきり
してきましたが、わかってくるにつれ世の
中の断⾯が映し出されてきているかのよう
です。COCO 壱番屋の処分品横流し事件も
そうですが、この頃の⽇本はどうなってし
まったのでしょうか？これだけは守らなく
てはいけないという箍（たが）が外れてしま
ったような気がいたします。 
 今⽇のプログラムは⼭崎芳雄さんの卓話
です。台湾のお話が聞けるようで⼤変楽し
みです。台湾はつい先⽇総統が変わりまし
た。野党⺠進党の蔡英⽂さんが選ばれ、政権
が交代になりました。親中国から少し中国
とは距離を置くようになるようです。⽇本
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の政界や経済界は概ね歓迎というところで
しょうか。その辺のこともお話しいただけ
るとありがたいですね。 
 株式相場はえらいことになっています。
原油安に⻭⽌めがかからないことが⼤きな
原因のようですが、もうひとつ中国経済の
落ち込みが拍⾞をかけています。まだしば
らく下げ基調は変わらないようですね。 
 その中国の話ですが、つい先⽇⽯平さん
という評論家のお話を聞きました。元々は
中国四川省のお⽣まれですが、今は⽇本に
帰化されています。中国の現体制を批判す
る論客として有名ですが、⼤変⾯⽩く興味
あるお話でした。特に私は初めて知ったの
ですが中国には法定記念⽇というのがある
そうです。その内 5 ⽇が旧⽇本軍がらみの
ものだそうです。例えば 7 ⽉ 7 ⽇は⽇中戦
争の発端となった盧溝橋事件の⽇、9 ⽉ 18
⽇は満州事変の発端となった柳条湖事件の
⽇、12 ⽉ 13 ⽇は旧⽇本軍が南京に⼊場し
た⽇という具合です。国恥⽇ともいうそう
です。私達⽇本⼈が忘れていることを中国
では忘れまいとしているわけです。⽇中関
係は国単位では誠にまずいのですが、それ
も無理からぬことかなと思いました。だか
らこそ⽶⼭記念奨学会などの⺠間活動がよ
り⼤切になるのです。 
 新しい年になり私達のクラブも会員増強
の正念場を迎えます。20 周年という記念の
年を前にしてクラブの充実を切に願うもの
です。 

横沢  正君 
１．RI より 

・the rotarian 1 ⽉号 
・1 ⽉ ロータリーレート 1＄＝120 円 
・紛争解決⽉間 リソースのご案内 
・平和フェローシップの申請について 

２．⽶⼭記念奨学会より 
・11 ⽉の寄付⾦傾向 

３．望⽉ガバナー事務所より 
・バギオだより 
・地区⼤会 DVD…地区⼤会時放映 
・ソウル国際⼤会登録についてのお願い 

４．上⽥ RC より 
・『⼭極勝三郎博⼠ ⼈⼯癌実験成功 100

周年記念講演』DVD 
５．上⽥家庭少年友の会より 

・活動協⼒⾦のお礼状 
６．⽇洋航空より 

・ソウル国際⼤会のご案内 
７．年賀状９通 
恵送 
１．ガールスカウト様…冊⼦ 第９９号 
２．桐⽣⾚城 RC 様、上⽥ RC 様、丸⼦ RC

様、上⽥東 RC 様、東御 RC 様…会報 
全会員配布物 
１．当クラブ会報 第 873、874、875 号 
２．⽉信 第 7 号…3p 当クラブ掲載 
３．ロータリーの友 １⽉号 
 その他 
１．本⽇例会後会議室にて指名委員会、

18:30 よりアルペジオにて理事会です。 
２．下半期会費のご⼊⾦をお願いします。⼝

座振替の⽅は 1/12 納⼊いただきまし
た。 

３．東信第⼆グループゴルフコンペは 5/22
菅平グランヴィリオで開催予定です。  

４．ＩＭセミナーの出⽋〆切本⽇までにご
連絡をお願いいたします。 
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⼩嶋 修⼀君 
 ベース ⽋席 メイク 出 席 率

本 ⽇ 22 3 － 86.63％
前々回 23 6 2 82.61％

⻄澤⽂登君 1/13 第⼆グループ新年会ご
出席の皆様お疲れ様でした 

      今年もよろしくお願いします 
⻄澤尚夫君 ⼭崎さん、TAIWAN 事情教え

て下さい。 
飯島俊勝君 スキーバスの事故。⼤学⽣の

死。なんとも⾔えません。ご冥
福を。 

⽣川秀樹君 雪かきのしすぎで、体のあち
こちが痛いです。 

柄澤 堯君 ロータリーの友 1 ⽉号縦のペ
ージ「南部美⼈」の社⻑さんの
話素敵です、読んで下さい 

中澤信敏君 真⽥丸始まりましたね。毎回
ワクワクします。ドラマ館も
始まりましたね。たくさんの
お客様が訪れてくれることを
期待します。 

⽔野泰雄君 ⼤河ドラマ「真⽥丸」がスター
ト！六⽂銭の旗印〜我がクラ
ブも盛り上がって⾏きましょ
う♪ 

笠原 ⼀洋君 ⿅志村恭彦君
⼩嶋 修⼀君 松澤 ⼀志君
宮原 宏⼀君 中沢利樹男君
⻫藤惠理⼦君 
⽥中 栄⼀君   

杉⼭  裕君 
⼭崎 芳雄君

横沢  正君  

会員卓話  
『私の知る台湾の紹介』 

⼭崎 芳雄君 
私の会社は創業以来台湾メーカーで電⼦

部品を製造し⽇本国内に販売をしている関

係で 20 年前位から今まで数え切れない程、
台湾を訪問しています。 

多い年は年に 20 回以上の時も有り５年
有効のパスポートを増刷（40＋40 ページ）
しても出⼊国のスタンプを押す箇所がなく
なり、５年間持たない時もありました。 

そんな私の台湾出張の経験から、今回私
の知っている台湾のあれこれをお話させて
いただきたいと思います。とは⾔っても、観
光では⾏ったことが無いので、ビジネスで
台湾の友⼈より知った内容を含め、あれこ
れ紹介いたしますので、今後、台湾に⾏かれ
る⽅、興味の有る⽅の参考になればと思い
ます。 

台湾観光局より台湾の観光冊⼦と地図を
いただきましたので参考にしてください。 

＜政治＞ 
  現在の台湾の総統は、以前台北市⻑であ
った国⺠党の⾺英九ですが、１⽉ 16 ⽇に⾏
われた総統選挙で、蔡英⽂（⺠進党：⺠主進
歩党）が新しく総統に当選し、５⽉ 20 ⽇に
総統に就任します。1986 年まで国⺠党１党
⽀配でしたが、この年に主進歩党を結党し
２⼤政党となり、2001 年〜2008 年の間、
⺠進党が政権を取りますが、2008 年に再び
総統選挙で⺠進党は国⺠党に惨敗し、野党
となってしまうのですが、昨年より国⺠党
政権の中国寄りの政治⼿法に不満を持つ若
者を中⼼に、広く反国⺠党政策運動を展開
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し台湾の⾃由と主権を守ろうと、2014－
2015 のＲＩ⻩会⻑（台湾）のスローガンで
あ っ た ” Light up Rotary ” を ” Light up 
Taiwan"「台湾に輝き」をスローガンに今回
の⺠進党の⼤勝利となった。  

世論調査では、早急な統⼀も独⽴も望ん
でおらず、実質的に中華⼈⺠共和国とは分
離している現在の状態を維持することを望
む声が多く、そのため、中華⺠国（台湾）の
世論は基本的には現状での安定志向にある
と⾔え、各党も世論を配慮しながら政治活
動を⾏なって⾏くとの⾒⽅です。 
 
＜歴史＞ 
 台湾の歴史は、 
1624 年〜1661 年 37 年間 オランダ統治 
1683 年〜1895 年 202 年間 清朝統治 
1895 年〜1945 年 50 年間 ⽇本統治 
と続き... 
1949 年蒋介⽯率いる中華⺠国の国⺠党が
⽑沢東率いる共産党との内戦に敗北、20 万
⼈とも⾔われる国⺠党党員と多くの⾦銀財
宝美術品を持ち、⾸都南京から事実上台北
へと遷都を強いられた。その後中国本⼟は
中華⼈⺠共和国、台湾は以前の中国の国名
であったが中華⺠国と呼ぶようになった。 
今でも前から台湾に居住して⼈は⾃分を台
湾⼈（本省⼈）と呼び、蒋介⽯が率いて台湾
に来た⼈々を外省⼈と区別をしています。
60 年経った今では外省⼈の⼦孫が増えて
いますが⼈⼝の 85％の⼈は台湾⼈とのこ
とです。 

台湾の居住者の⼤多数は、祖先または同
化のいずれかにより漢⺠族でありました
が、現在の DNA の調査によれば、8 割が南
⽅アジア系であるとの事が判明したそうで
す。原住⺠はポリネシアン系の⾎を引いた
⼈が多く、⽬が⼤きく少し浅⿊いが⼥性に
は美⼈が多い。⽇本で活躍する有名な⼥性

タレントには、ジュディーオング、ビビアン
スー、オーヤンフィフィ、男性では王貞治が
原住⺠の⾎を引く⼦孫です。 

台湾の⼈は、中国の事を⼤陸と呼び、決し
て中国（中華⾃⺠共和国）とは⾔いません。
なぜならば台湾からすると全て中華⺠国だ
からです。 

「蒋介⽯」は別の呼び名を「蒋中正」と⾔
い、台湾⼈には尊敬されておらず⺠進党政
権時代には”中正”と名の付いている政府管
轄の物の名前から排除しようと国際空港の
名前も「中正国際空港」から、「桃園国際空
港」に改名、台湾銀⾏発⾏の紙幣、貨幣から
彼の肖像を排除し別のデザインに変更し現
在の通貨になっています。 

「孫⽂」の別名は、「孫中⼭」で国家の⽗
”国⽗”として尊敬されているために 100 元
紙幣の肖像となっています。また、駅前から
伸びる道路の名前を”中⼭路”と命名してお
ります。 

台湾では、年号を中華⺠国が設⽴した
1912 年を紀元とし”⺠国”を使い⻄暦は余
り使わないので覚えておくと便利です、今
年は、⺠国 106 年になります。 
 
以上、卓話の時間が無くなりましたので、機
会があれば「私の知る台湾の紹介」その２で
実際の台湾の観光、経済の興味のある裏話
も交えてお伝えしたいと思います。 
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