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点鐘・開会宣言・歌唱 第１３例会記録(プログラム)

｢ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を｣

【第２５回 １月 １６日(木) 】
卓話｢博士論文〝現代中国の周辺民族に対する

統治の法的問題点”｣
元米山記念奨学生 宝音図(ﾎﾞﾔﾝﾄ)様

I.研究題目：現代中国の周辺民族に対する統治の法的
問題点―ﾎﾙﾁﾝ左翼後旗を事例として―

II.研究課題の存在
1.後旗における歴史の真相を明らかにする。
2.日本国民と中国民衆との理解に積極的効果をもた
らす。

3.近隣国家との平和的暮らす事に有利である。

本稿は現代中国政府が周辺地域の｢民族｣に対して､特
にﾓﾝｺﾞﾙ人に対する統治問題を法的､歴史的に論じる事
を研究の対象とする｡即ち､多民族国家である中国は､国
民国家を統合する目的で周辺の諸民族地域に｢民族区域
自治制度｣を実施して来た｡それから半世紀に及び｢民族
問題を解決した｣とする政府の説明にも関わらず､現実

祝慶事

≪結婚祝い≫ 森正一会員 お嬢様
≪会員誕生日≫ １月
鈴木 良一会長 1/2 杉崎 晴男会員 1/21
田名網成彰会員 1/24 菊池 幸治会員 1/27
細谷 和彦会員 1/31

お客様
＊1/16
犬塚雅大様(横浜RC)
音図様(元米山記念奨学生:卓話者)ｻﾗ様(ご夫人）

報 告

＊表彰(防災教室) 鈴木良一会長
1月13日消防出初式で当ｸﾗﾌﾞが例年行っている小学

校の防災教室に対して表彰状の授与がありました｡ 問題を解決した｣とする政府の説明にも関わらず､現実
には民族問題が頻繁に起こっている｡周辺の諸民族が受
けた多様な影響が民族問題を起こす原因になっている
と考えられている｡この原因の実態を解明する一つの手
法として｢内ﾓﾝｺﾞﾙ自治区｣を実例として､特に東部地域
ﾎﾙﾁﾝ左翼後旗をｻﾝﾌﾟﾙとして取上げ､研究したのが本稿
である。
本稿は中国で省級行政機関となる5つの｢自治区｣の中

から､｢模範自治区｣と呼ばれてきた｢内ﾓﾝｺﾞﾙ自治区｣の
東部地域を中心地域として研究した｡今日の内ﾓﾝｺﾞﾙ自
治区の行政区域は広く､全地域は118万k㎡で日本の領土
の３倍以上ある｡内ﾓﾝｺﾞﾙ自治区では西部地域のﾓﾝｺﾞﾙ人
は牧業を基本生業としているが､東部地域は農業及び｢
半農･半牧｣を基本生業としている｡そして本稿では地域
研究論を基盤として､東部の｢反応･半牧｣地域の一つの
旗を具体的地域として研究した。
ﾓﾝｺﾞﾙ人にとって20世紀は分裂と共に多様化が進んだ

激動の時代であった｡清朝が崩壊した後､外ﾓﾝｺﾞﾙ(ﾊﾙﾊ･
ﾓﾝｺﾞﾙ､ｱﾙ･ﾓﾝｺﾞﾙ)は独立したが､ﾌﾞﾘﾔｰﾄﾞ･ﾓﾝｺﾞﾙと内ﾓﾝｺﾞ
ﾙは旧ソ連と中国にそれぞれ統治され､旧ソ連と中国の
枠組みに入れられた｡そして短い期間に､どちらも社会
主義を受け入れた｡
｢新中国｣が成立した後､内ﾓﾝｺﾞﾙ人の多数は｢内ﾓﾝｺﾞﾙ

自治区｣に入られ､少数のﾓﾝｺﾞﾙ人は｢内ﾓﾝｺﾞﾙ自治区｣周
辺の省に編入された｡その周辺の省に編入されたﾓﾝｺﾞﾙ
人の居住する地域では｢自治州､自治県､自治郷､自治村｣
等の行政機関が設置され､｢民族区域自治制度｣が実施さ
れた｡中国にいるﾓﾝｺﾞﾙ人の総人口は約598万(2010年)人
であり､そのうち内ﾓﾝｺﾞﾙ自治区には約422万(2010年)人
がいる｡内ﾓﾝｺﾞﾙ自治区だけのﾓﾝｺﾞﾙ人がﾓﾝｺﾞﾙ国の総人
口(約290万・2011年)より多く､その中約80％以上は東
部地域に居住し､主に農業と｢半農･半牧｣作業で暮らし
ている｡通遼市は内ﾓﾝｺﾞﾙ自治区の中でﾓﾝｺﾞﾙ人が最も多
く､人口密度が最も高い地域である｡通遼市のﾎﾙﾁﾝ左翼
後旗のﾓﾝｺﾞﾙ人は28.7万人があり､全旗総人口(39.7万)
の72%を占める｡西部地域は主に牧業を営み､家畜の数が
多く人口が少ない地域であり､伝統文化や伝統的価値観
及びﾓﾝｺﾞﾙ･ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨｰが東部地域とは異なる面も少な
くない｡（裏面に続く)

校の防災教室に対して表彰状の授与がありました｡
＊R財団委員会 佐藤哲夫委員長
先週の報告で昨年12月末の時点で世界で362名のﾎﾟ

ﾘｵの発症が確認されておりますが､ｲﾝﾄﾞではﾎﾟﾘｵ撲滅
が成功したと報告がありました｡また今年度成立した
東京愛宕RCへ今月14日にﾒｰｸｱｯﾌﾟに訪問し､ﾊﾞﾅｰ交換
を行って参りました｡
＊ｺﾞﾙﾌ同好会 杉崎晴男ｺﾞﾙﾌ同好会幹事

1/21に読売ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞで高津消防署長鈴木富夫様を
交えて当ｸﾗﾌﾞの親睦ｺﾞﾙﾌ大会を行ない､楽しいひと時
を過ごしました｡



【第２６回１月２３日(木)】
「家庭集会」

＊はじめの言葉 杉崎晴男副会長
今､高津RCは和気あいあいとしてとてもいいｸﾗﾌﾞだと思
います｡これから先もいい会員を増やしていけたらいい
と思います｡各ｸﾞﾙｰﾌﾟ忌弾のないご意見を出して下さい｡
＊各ｸﾞﾙｰﾌﾟ話し合い
＊各ｸﾞﾙｰﾌﾟ発表
《Cｸﾞﾙｰﾌﾟ》 三富末雄ﾘｰﾀﾞｰ
・女性会員の問題

女性会員を入れることによりきめ細かい気遣いがあっ
て賛成､逆にお互い気を使って会を乱されるのではない
かと両論に分かれました｡
・会員増強
船を持っている人を入会させたいが､本人はﾏﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ

があるといって他のｸﾗﾌﾞを希望している｡それは誤解し

*1/16(会員敬称略･順不同)
犬塚雅大様(横浜RC)本日はお世話になります｡横浜RCよ
り久し振りにﾒｰｷｬｯﾌﾟさせて戴きました｡
鈴木良一 寒い日が続きますが､風邪にご注意願います｡
森 正一 1/12に長女が結婚しました｡ﾊﾞｰｼﾞﾝﾛｰﾄﾞでは
涙が出ました｡会員の皆様に感謝致します｡ありがとうご
ざいました｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

私は国士舘大学大学院政治学研究科で修士課程･博士
課程の勉強･研究をして､それを基礎に2010年4月から桐
蔭横浜大学大学院の法学研究科法律学専攻の ﾍﾟﾏ･ｷﾞｬﾙ
ﾎﾟ教授の院生として厳しい指導を受け､勉強･研究させ
て頂きました。

2004年に研究を開始した時､中国の大学で学習した知
識の約半分以上の理論は､中国式の独特の理論や知識で
あったことが分かるようになりました｡その次に中国で
学習した政治的な名詞､例えば｢民族｣､｢政治･政党｣､｢国
家｣､｢資本主義社会･社会主義社会･労働力価値･政治経
済学｣などは､世界で通用している意味とは全然違うこ
とが分かりました｡それから研究を進めるには極めて難
しいことや､失敗ばかりでした｡また､ﾓﾝｺﾞﾙ族の価値観､
中国的価値観と日本的価値観の間で､色々齟齬や矛盾も
あり､何度も困難にぶつかることがありました｡
この研究は､自由･民主･法制･人権の日本国における

言論の自由､学術の自由な環境があってこそ完成させる
ことができたのであり､日本国民や日本国家及び公益財
団法人ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会の皆様と第2590地区の皆様
及び第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ川崎高津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様に
心から感謝しております。
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1月16日 30 29 21 8 72% 4 0 86%

1月23日 30 29 19 10 66% 3 3 100%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

1/16 13 14,000 352,000 360,000 98%

1/23 14 14,000 366,000 360,000 102%

1/16 13 14,000 327,000 600,000 55%

1/23 13 13,000 340,000 600,000 57%

1/16 15 35,000 543,000 1,200,000 45%

1/23 13 15,500 558,500 1,200,000 47%

1/16 12 16,000 349,000 600,000 58%

1/23 15 17,000 366,000 600,000 61%
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クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：石川演慶 三富末雄

(R財団目標額：会員数×120㌦×100円 米山目標額：会員数×2万円)

があるといって他のｸﾗﾌﾞを希望している｡それは誤解し
ている｡当ｸﾗﾌﾞには2人船を持っている人がいるので是非
勧誘していただきたい｡住職さんが今まで何人かいたの
で是非入会していただきたい｡
元会員のご子息様ということで5～6人挙がりました｡
・ｸﾗﾌﾞの活性化
新しい会員が入会してｸﾗﾌﾞ全体が活性化して来た｡

また和やかになって来た｡更に活性化させ､一体感を持た
せるため努力して行きたい｡
《Bｸﾞﾙｰﾌﾟ》 大橋健治会員増強委員長
会員増強について議論しました｡それぞれ候補を出し

合いました｡自分はJCを卒業したものなので溝口にいる
後輩を頑張って入会させたいと思います｡
《Aｸﾞﾙｰﾌﾟ》 細谷和彦会員
会費を安くしたい｡あるｸﾗﾌﾞでは月一回手弁当でやっ

て経費を節減している｡
家族会員は会費を半額にする｡茅根年度で理事会では決
定しているが期首資料に明文化していない｡
元会員のご子息の入会を勧めたい｡
＊まとめ 杉崎晴男副会長

会費の件､ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞは家族会員は半額､入会金無料は
今現実に行っているので､会員の承認を得て明文化する
よう検討してほしい｡
いろいろ活発なご意見を戴きありがとうございました｡
これからのｸﾗﾌﾞ運営に反映するよう努めて行きたいと思
います｡

ざいました｡
杉崎晴男 娘の安産祈願に行って参りました｡初孫が出
来ました｡この喜びを皆様におすそわけ！
石川演慶 ﾎﾞﾔﾝﾄ君､本日の卓話楽しみです｡
三家 護 久し振りに農薬講習会に出席しました｡改め
て農薬の重要さを感じました｡
＊1/23
鈴木良一 本日は皆様の忌弾のないご意見をお聞かせ下
さい｡
三家 護 1/24高津署武道始式です｡小生は交通関係を
担当ですので出席して来ます｡


