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クラブ年度テーマ
『ありがとうと言われるクラブ作り ありがとうと言える仲間作り』
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点鐘・開会宣言・歌唱 第１７例会記録(プログラム)
【第３３回 ３月７日(木)】

会員卓話

「なぜｵｰｽﾄﾗﾘｱでたこ焼き屋か?」
鈴木 良一会員

1.  動機 自分の小遣いを使わずに世界旅行をしよう
会社を作ろう＝外国に拠点を作る｡犯罪の無い安全な
ところ。⇒時差1時間のｵｰｽﾄﾗﾘ ｱにしよう｡
2. ｵｰｽﾄ ﾗﾘｱの何処にしよう。
ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ：こじんまりとしすぎている。
ｼﾄﾞﾆｰ：商業的過ぎる｡ ｹｱﾝｽﾞ：赤道に近く暑過ぎる
⇒ｺﾞｰﾙ ﾄﾞｺｰｽ ﾄにしよう。

3. 何をしたら良いか？
日本人相手の商売で､英語が苦手な人でもゆっくりで
きる施設｡日本人同士､友達を作れて､趣味を楽しめ､
ﾌﾟｰﾙがあり､ﾊﾞｰﾍﾞ ｷｭｰが出来る庭付きの､我々もゆっ
くりできる別荘風ｺﾃｰｼﾞにしよう。
4. 外国人に建物を売ってくれない国
以前､ｵｰｽﾄﾗﾘ ｱは物価が安く､土地､建物は外国人でも
買えた｡日本がﾊﾞﾌ ﾞﾙの時代にｵｰｽﾄﾗﾘ ｱの土地建物を買
い漁った｡ →外国人に建物を売らなくなった。
（2年以内に新築の家を建てる､永住ﾋﾞｻﾞを持てば
外国人でも購入は可能）永住ﾋﾞｻﾞを持つｵｰｽﾄﾗﾘｱ 20年
在住の日本人弁護士を共同経営者にする。
5. たこ焼き屋の話
土地･建物は買えるようにはなったが､物件を探すと
どれも帯に短し襷に長し｡ｵｰｽﾄ ﾗﾘｱに永住希望の日本
人が増えている｡永住ﾋﾞｻ ﾞを取るには､ｵｰｽﾄ ﾗﾘｱに住み
商売をする方法が一番簡単｡この弁護士は金をかけず
に簡単に誰にも出来る商売としてたこ焼き屋を
考えていた｡たこ焼き屋を我々が始めて原材料の仕入
れ､店の作り方､機械の仕様などを開発し､永住ﾋﾞ ｻﾞが
欲しい人達にﾌﾗﾝﾁ ｬｲｽﾞで店を出店させよう。
6. ｵｰｽﾄ ﾗﾘｱ人はたこ焼きをたべるのか？
ｵｰｽﾄﾗﾘ ｱ人(原住民を除く)は元々ｲｷﾞ ﾘｽから移住した
人達で｢たこ｣を食べる習慣はないため仕入れはｺｽﾄが
非常に高くなる｡また､たこ焼きの味はｵｰｽﾄ ﾗﾘｱ人に好
まれるのかが不明。
7. ｱｼﾞｱの人間が集まる場所を探そう。

ﾌﾞﾘｽﾍﾞ ﾝから程近くのｻﾆｰ ﾊﾞﾝｸにｱｼﾞｱ人(殆ど中国人)
の集まるﾌｰﾄ ﾞｺｰﾄに出店しよう｡店は駐車場の一角で
人通りの多い場所にｺﾝﾃﾅの中にたこ焼きの機械を取
り付けたもの｡機械は日本から取り寄せの自動たこや
機器(素人でも簡単にできる）
8. 味と材料はどうする。
中国人はたこ焼きの味は大体知っている照焼きｿｰｽ。
｢たこ｣の替わりにﾁｰｽﾞに包んだｳｨﾝﾅ ｰｿｰｾｰｼ ﾞを入れる
9. いつからｵｰﾌﾟﾝ これが不明。
10. ｵｰｽﾄ ﾗﾘｱ人気質

仕事より自分が優先｡始業9時から職場でｺｰﾋｰﾀｲﾑ ｡30
分後ようやく仕事に就く｡昼時間は勿論､夕方5時にな
れば仕事の途中であろうが終了させる。
ｺﾝﾃﾅにたこ焼きの機械を取り付けるのに120日かかる
と言われ､最初の計画では2月中旬開店予定が現在4月
中旬開店予定になっている。
ただ､人種偏見は殆どなく､皆優しい人達です。

お客様
＊3月14日(木)

長戸はるみ様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第259 0地区第3ｸﾞﾙ ｰﾌﾟ
ﾊﾟｽﾄ ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高津南RC)卓話者

報告
◆ 理事会報告
１．4月のｽｹｼﾞ ｭｰﾙ
4月4日(木)卓話 青木功雄会員 第9回定例理事会

11日(木) 会員卓話 持田裕弘会員
18日(木) を19日(金)に移動

川崎西RC Ｒ情報ｾﾐﾅｰ
25日(木) ｸﾗﾌﾞﾌ ｫｰﾗﾑ 夜間例会

２．3月28日(木)花見ご夫人ﾃﾞｰ予算書
会員 ￥5,000 友人￥3,00 0

３．5月18日(土)献血運動の件 例年通りの内容
４．5月30日(木)養護学校慰問の件
５．4月19日(金)川崎西RC R情報ｸﾗﾌﾞ合同ｾﾐﾅ ｰの件

※18日(木)の例会を移動例会とする。
・16:00～17:3 0 R情報ｸﾗﾌ ﾞ合同ｾﾐﾅｰ
・18:00～19:3 0 川崎西RC例会にﾒｰｷｬ ｯﾌﾟ

(登録料は会より出ます)



出席報告

例会日 会員数

　出席

義務

者

出席

数
欠席数

本日

出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

3月7日 28 26 18 8 6 9 % 10 4 77 %

3月14日 28 26 18 8 6 9 % 8 2 77%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

3/7 12 12,000 308,000 300,000 103%

3/14 14 14,000 322,000 300,000 107%

3/7 13 13,000 322,000 500,000 64%

3/14 14 14,000 336,000 500,000 67%

3/7 13 13,000 439,000 800,000 55%

3/14 15 17,000 456,000 800,000 57%

3/7 11 11,000 370,000 600,000 62%

3/14 14 19,000 389,000 600,000 65%
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クラブ会報委員会
三富末雄委員長 福嶋 徹副委員長 石川演慶委員
本藤光隆委員 編集担当 ： 三富末雄 福嶋 徹

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
◆3月7日(木)(順不同､敬称略)

茅根正之 鈴木ｴﾚｸﾄ、ｵｰｽﾄ ﾗﾘｱの卓話、楽しみです。
中田俊彦 卓話楽しみにしています。
本藤光隆 鈴木会員､卓話心の底から期待しています。
◆3月14日(木)
長戸はるみ様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌ ﾟﾊﾟｽﾄ ｶﾞﾊﾞ
ﾅｰ補佐､川崎高津南RC) 茅根会長､細谷幹事 今日はよ
ろしくお願い致します｡
三家 護 昨日3/13会長幹事会お疲れ様でした｡
茅根正之 長戸はるみﾊﾟｽﾄ ｶﾞﾊﾞﾅ ｰ補佐よくおいで下さ
いました｡ﾁｬﾘﾃ ｨｰｺﾝｻ ｰﾄお疲れ様でした｡今日は卓話よろ
しくお願い致します｡

【第３４回 ３月１４日(木)】

＊卓話「ロータリーについて」
長戸 はるみ様

(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高津南RC)

3月3日のﾁｬﾘﾃ ｨｺﾝｻｰ ﾄに参加ご協力を有難うございま

した｡お蔭様で盛大に大成功に終る事ができました。

私が元気なうちはこれからも続けて行きたいと思いま

すので､宜しくお願いします。

私はﾛｰﾀﾘｰに入会して20年になります｡川崎高津南RC

は川崎高津RCの10周年の記念の時に創立したもので、

来年は20周年の記念行事を行います｡

川崎高津南RCは女性の会員を入会させる為に作った

ｸﾗﾌﾞだと聞いております｡第2590地区では2,2 00余名の

会員が居ますが､女性は一割に満たなく140名ぐらいで

す。ぜひこのｸﾗﾌﾞにも女性の会員を勧誘して入会させ

て下さい｡半数以上のｸﾗﾌﾞが女性も入会しています。

入会させてうまく行くためには､女性を感じさせない

女性を選ぶ事がｺﾂですので､参考にして下さい。

私は現在､地区の増強委員会に在籍しています｡

地区では100余名の入会が有りました｡しかし退会者が

100名足らずいて､純増は10名にもなりません。

これからは退会者を出さない事が会員増強につながる

事だと思います｡来年度は増強委員長になります｡

地区のIM､地区大会等のやり方を考えて行きたい｡また

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑも変化を持たせたいと思っています。

私は鈴木英樹さんからGSEが来た時に琴を弾いて下

さいとお願いされてからGSEに携わって来ました。

それから委員会に入り､10年目にはﾁｰﾑ ﾘｰﾀﾞｰとして

ｱﾒﾘｶのｳｨ ｽｺﾝｼﾝ州に行く事ができ､色々な人と知り合う

事ができました。

また米山記念奨学生のｶｳﾝｾﾗｰをした後も､中国の留

学生と今だに交流があります。

役を受けた時だけでなく､また留学生を預かった時だ

けでなく続けて付き合って欲しいと思います。

私もﾛｰﾀﾘｱﾝになって20年､財産になった事は､皆様に

お会いできた事､第2590地区以外の友人が出来た事､

GSEに参加して外国のｸﾗﾌﾞに行けた事､そこで知人が出

来た事などです｡この様な事がﾛｰﾀﾘｰｸﾗ ﾌﾞの楽しみでは

ないかと思います。

この様な楽しみを持つことにより､退会につながら

ないのではと思います｡

本日はお招きいただき､ありがとうございました。

＊お礼の言葉
茅根 正之会長

昨年はｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をされて､お疲れ様でした｡

3月には雛祭りｺﾝｻｰﾄをやられたり､小･中学校の講師を

されてお忙しい中､本日は色々な面から見たﾛｰﾀﾘｰと言

う事での卓話をありがとうございました｡


