
■司　　会　ＳＡＡ　二宮麻理子

■開会点鐘　会　長　新川　　尚

■斉　　唱　それでこそロータリー　　　
　　　ＳＬ　北澤　正浩　

■出席報告

■本日の欠席者　　
佐藤（真）、田川、漆原、福村、松本

■他クラブ出席者　　　
斉藤（横浜瀬谷 RC）

■ビジター　　
石川紀久代様（横浜あざみ RC 会長）

小出　弘子様（横浜あざみ RC）

遠藤ふき子様（横浜あざみ RC）

大西　怜子様（横浜あざみ RC）

■会長報告
　皆様こんにちは、まだまだ寒い日が続いて

おります。体調にはくれぐれも気をつけて頂

きたいと思います。

　今週の土曜日（27 日）は新横浜国際ホテル

にて第４・第５グループの IM が開催されます。

今年度のテーマは「平和と多様性」で、開会

式に引続き５つのクラブが活動報告を行いま

す。当クラブも発表の時間をいただき、東日
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本大震災復興支援の活動について報告する予

定となっております。

　第二部は小泉凡氏による講演「オープンマ

インドを現代に活かす―小泉八雲に学ぶ―」

が予定されています。小泉氏は小泉八雲（ラ

フカディオ・ハーン）の曾孫にあたる方で、

現在は島根県立大学短期大学部教授をされて

います。登録開始が 12 時 30 分、懇親会の終

了が 18 時 30 分と長時間に亘るプログラムと

なっていますが、是非、お出掛けいただきた

いとおもいます。

　この時期になりますと、地区からの連絡も

少なくなり、次年度の準備が本格化してまい

ります。４月３日は洗足学園にて次年度地区

研修・協議会が行われます。関係委員長の方、

ご出席を宜しくお願いします。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○新横浜ロータリークラブ

日時　３月 11 日㈮→９日㈬職場訪問

　　　夜間例会

日時　４月１日㈮→３月 30 日㈬観桜会

　　　夜間例会

■研修広報委員会　　　　　　　安藤　公一

○地区より、国際ロータリー公式ロゴマーク

　シールの件

「世界へのプレゼントになろう」

2015-16年度 RI会長／Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン　　RI.D2590ガバナー／箕田　敏彦　　横浜旭RC会長／新川　　尚

Be a gift to the world  

横浜旭ロータリークラブ

修正出席率 　     100％本日の出席率          84％

本日の出席数       21 名会  員  数 　 　 　  32 名



– 2 –

　ロゴマークの改定が、2013 年６月の RI 理

事会にて正式に承認され、その後順次適用さ

れてきましたが、この度地区広報委員会活動

の一環として新しい公式ロゴマークをお届け

致します。クラブの活動をメディア等で発表

される際など、より広く認知され、広報のな

ると思われます。

　又、ご参考まで、その利用方法や効果をお

教え頂けると幸いです。

公式ロゴマークシール

■あざみ RC よりご案内
　　　　　　　　あざみ RC 会長　石川紀久代

　皆様、いつも大変お世話になっております。

私は島根出身で出雲観光大使をしております。

今回の IM では、小泉八雲のひ孫にあたります

小泉凡さんに講演をして頂く事になりました。

大学教授で、とても人気があり、全国で講演

なさっております。

　また、４月にはあざみ RC25 周年記念とし

て錦織健さんをお迎えしての東北支援チャリ

ティコンサートを開催致します。いずれも、

IM に出演される歌の青山さん、錦織さんも出

雲高校の後輩です。

　どうぞたくさんの皆様にお越し頂きますよ

う重ねてお願い申し上げます。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

石川紀久代様 ( あざみ RC 会長 ) ／あざみ RC

会長の石川紀久代でございます。本日は、IM

と錦織健さんの東北支援コンサートのお知ら

せに参りました。どうぞよろしくお願い致し

ます。

新川　　尚／①横浜あざみ RC 石川会長、小出

様、遠藤様、大西様ようこそ！②斉藤さん、

卓話宜しくお願い致します。

市川　慎二／①横浜浅見 RC 石川会長、小出様、

遠藤様、大西様、本日はようこそお越し下さ

いました。②斉藤さん、卓話宜しくお願い致

します。

安藤　公一／①横浜浅見 RC の皆様、ようこそ。

②斉藤さん、卓話宜しくお願いします。③ラ

グビー日本代表を核としたチーム、サンウル

ブスのスーパーラグビー第１戦が 2/27 ㈯ 13

時より秩父宮ラグビー場で開催されます。日

本代表の更なる強化を期待します。

吉原　則光／今日の寒さは格別です。斎藤さ

んの卓話で寒中暖になりたいです。よろしく

お願いします。



倉本　宏昭／①あざみ RC の皆さんようこそ。

②斉藤さん、今日はどんな話でしょう ? 卓話

楽しみにしています。

二宮　　登／斉藤さん、今日の卓話楽しみに

しています。

関口　友宏／あざみ RC の皆さん、ようこそ。

太田　勝典／①斎藤さん、卓話御苦労様です。

楽しみにしています。②あざみ RC の皆様よう

こそ。

杉山　雅彦／今日は、２月も末なのに一段と

寒いです。例会出席ご苦労様です。斎藤会員、

卓話宜しくお願いします。

二宮麻理子／斉藤さん、今日の卓話楽しみに

しています。

鈴木　茂之／皆さん、こんにちは。まだまだ

寒い日がつづいていますが、からだに気をつ

けて下さい。本日の卓話、斎藤さん楽しみに

しています。

佐藤　利明／あざみ RC の皆様ようこそおいで

下さいました。

北澤　正浩／①斉藤さん、卓話楽しみにして

おります。②あざみ RC の皆さん、ようこそ。

■卓話 　旅の思い出　　　　　 斉藤　善孝

　２月１日から６日までラオスへ観光とゴル

フに行ってきました。ラオスの国については、

あまりなじみのない国とだと思いますので、

紹介させていただきます。

○概況

　ラオスは、東南アジアのインドシナ半島に

位置する共和制国家、アセアン加盟国、

人口約 691 万人、

首都はビエンチャン (人口 71 万 )
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　面積は日本の本州と同じぐらい。国土の約

70% は高原や山岳地帯です。北は中国、東は

ベトナム、南はカンボジア、西はミャンマー

と国境を接し、海のない内陸国です。

　気候はモンスーンの影響で雨季と乾季があ

り、５月から 11 月までが雨季、12 月から４

月まで乾季が続きます。訪れた時は、日中は

30 度ぐらいになりますが、朝晩は 15 度ぐら

いで涼しいです。

　メコン川は、ラオスを貫いて流れており、

ミャンマーと、またタイとの国境をなしてい

る。タイとの国境線の３分の２はメコン川で

ある。また、国境として隔てるだけでなく、

人や物が行き来する水運にも利用されている。

　メコン川の乾季と雨季の水位の差は、ヴィ

エンチャンで 10 メートルも超えるときがあ

る。乾季の終わりの４月ごろには最低の水位

になり、５月の雨季とともに水量が憎し、８

月から９月には自然堤防を越えるほどの水量

になり低地を水で覆うほどになる。

　メコン川は、藻類やプランクトンが豊富で

魚が多く、周辺の人達の漁場になっている。

○歴史

　1353 年、ラオ一族による統一王朝が建国さ

れたが、18 世紀に王国が３国に分裂し、それ

ぞれ、タイ、カンボジアの影響下に置かれ、

両国の争いに巻き込まれ戦乱が続いた。

　19 世紀半ば、フランスがインドシナ半島に

進出し始めた頃には、ラオスの３国はタイの

支配下にあった。ラオスの王族はフランスの

力を借りて隣国に対抗しようとして、1893 年

仏泰戦争が起こる。その結果、ラオスはフラ

ンスの保護国となり、仏領インドシナ連邦に

編入された。

　第２次大戦中は日本の占領によりフランス

の支配から解放され、1945 年４月８日、日本

の協力の下、独立宣言をした。

　戦後フランスは仏領インドシナ連邦を復活

させようとして再度侵入。

1946 年に第一次インドシナ戦争が勃発した。

1949 年、ラオスはフランス連合内のラオス王

国として名目上、独立した。
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1953 年 10 月 22 日、フランス・ラオス条約に

より完全独立を達成した。

　独立後ラオスでは、右派、中立派、左派（パ

テト・ラオ）によるラオス内線が長期にわた

り続いた。

1973 年、アメリカがベトナムから撤退。

1974 年、三派連合によるラオス民族連合政府

が成立した。

1975 年南ベトナムのサイゴンが陥落すると、

12 月連合政府が王政の廃止を宣言、ラオス人

民民主共和国を樹立した。

○日本とラオスの関係

　第一次インドシナ戦争終結後の 1955 年、ラ

オスと国交を樹立。

1957 年岸信介首相が日本の要人として初めて

ラオスを訪問。

1967 年佐藤栄作首相訪問。

1989 年には、カイソン首相がラオスの要人と

して初めて日本を訪問した。

1995 年にはカムタイ第二代首相が、

2004 年にはプンニャン第四代首相が来日し

た。

2000 年には小渕恵三首相が、

2004 年には小泉純一郎首相がラオスを訪問し

ている。

2012 年３月トーシン首相が来日し、野田首相

と会談した。

2012 年 6 月には皇太子殿下がラオスを訪問し

ている。

○貿易

・対ラオス輸出額 :110 億円 (2012 年 )

　　　　　　　　 自動車、鉱山用機械

・対ラオス輸入額 :90 億円 (2012 年 )

　　　　　　     コーヒー、衣類

　2010 年代から安価な労働力を求めて日本企

業の進出がみられる。人件費の安さから労働

集約型の部品製造に適しているとされ、矢崎

総業、トヨタ紡績などが進出している。

○支援活動

　日本はラオスにとって最大の援助国であり、

2012 年時点で 1,584 億円（有償含む）の資金

協力および 607 億円の技術協力を行っている。

　ODA による資金・技術協力として、

2006 年のビエンチャン１号線整備、

2011 年のビエンチャン国際空港のターミナル

拡張、

2013 年のターケーク郡上水道整備計画などの

インフラ整備、他にも小学校建設や医療体制

整備計画など。

○文化交流

　在日ラオス人 2,584 人（2012 年）

  在ラオス日本人 637 人（2012 年）

　1976 年より文化無償協力を実施しており、

文化遺産保存、スポーツ交流、人材育成など

様々な分野で交流を行っている。

　2012 年よりサッカーラオス代表監督に木村

浩吉が就任。AFC チャレンジカップ 2014 では

ラオス代表を本戦初出場に導いた。

○経済

　主要産業は農業であり、人口の 78% が従事

し GDP の 41% を占める。

　2013 年のラオスの GDP は 100 億ドル、一人

あたりの GDP は 1,475 ドルであり、世界平均

の 15% に満たない水準である。2011 年にアジ

ア開発銀行が公表した資料によると、一日２

ドル未満で暮らす貧困層は国民の 60% を超え

る 412 万人と推定されている。

　1975 年 12 月にラオス人民共和国が樹立さ

れてから社会主義化をとってきたために経済

は停滞し続けてきた。

　1997 年にノレアン・バパンの町が、2001 年

にはワット・ブーと関連古代遺跡群がそれぞ

れ世界遺産に登録されたことから観光産業が

急速に発達した。

　観光の他、国土の約半分を占める森林から

得られる木材、ダムを始めとする水力発電の

隣国タイへの売電、対外援助などが主な外資

源となっている。特に水力発電によってラオ

スは東南アジアのバッテリーと呼ばれている。

　21 世紀に入り、外国企業の投資促進を図る

ため国内に経済特区が設けられ、2012 年には

10 箇所となった。とりわけ、隣の大国である

中国の進出は目覚ましく、官民挙げて中国か

ら業者や労働者がラオスに流入している。
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○旅行の行程

２月１日㈪

10:00　 成田発ベトナム航空にて、ハノイへ

14:10 　ハノイ到着

16:40 　ベトナム航空にてビエンチャンへ

17:50 　ビエンチャン到着後、日本語ガイ　

　　　ド空港で出迎え専用車にてホテルへ

２月２日㈫

　朝食後　ガイド付き専用車で、

　　　　　ゴルフ場へ１Rプレー

　午後　ビエンチャン市内観光

　　　　（寺院や凱旋門他）

２月３日㈬

　朝食後　ガイド付き専用車で、

　　　　　ゴルフ場へ１Rプレー

　午後　ビエンチャン市内観光後、空港へ

　　　　（寺院他）

17:00　ラオス航空にてルアンプラバンへ

17:45　ルアンプラバン到着後ホテルへ

　　　 夕食　市内にてラオス料理

ビエンチャン
　ラオス人民民主共和国の

首都。メコン川沿いに広が

る町。タイ王国とは、メコ

ン川で国境を隔てている。

隣国の度重なる侵攻にさら

されてきたものの、仏教国

の首都として政治や文化

の中心を担ってきており、

数々の仏教寺院や仏塔を残

す。

ルアルプラバン
ラオス北部の古都ルアルパ

バーンは、メコン川の畔の

静かな街並み、かってラオ

スの都として長い間繁栄し

た。80 もの寺院があり見ど

ころが多い。市街地全体が

文化遺産としてユネスコの

世界遺産。ルアルプラバン

はルアルハバーンとも表記

される。

２月４日㈭

　朝食後　メコン川の流域にあるパークウー

　洞窟見学。幅の小さい細長い独自の形状の

　エンジンボートに乗船。

　往路所要時間２時間、復路１時間。

　午後　市内観光（寺院や王宮博物館他）

　夕方　ナイトマーケット見物

　夕食　フランス料理のレストラン

２月５日㈮

　朝食後　ガイド付き専用車で、

　　　　　ゴルフ場へ　１Rプレー

　午後　モワ族の村見学

19:35　 ベトナム航空にてハノイへ

20:45 　ハノイ到着乗継

２月６日㈯

00:30 　ベトナム航空にて成田へ

07:00 　成田到着

■次週の卓話
　3/ ９㈬　横浜市旭区星川桜ケ丘遺跡の調査
　　　　　 滝 澤　 亮 会 員　　　　　　　　　

　　　　 　　　　　週報担当　　杉山　雅彦
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平 成 2 8 年 度  １ 月 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

％

％

％

％

13日

％
99

秋　内　　繁

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

福　村　　　正

後　藤　英　則

市　川　慎　二

五十嵐　　　正

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

増　田　嘉一郎

松　本　英　二

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

太　田　勝　典

太　田　幸　治

齊　藤　善　孝

28
26

６日

92.86

28
28 100

25
21 84

25
24 96

100

100

100

100

75

75

100

100

100

100

100

100

75

100

50

100

100

100

100

0

0

0

0

25

25

0

0

0

0

0

0

25

0

50

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

100

75

100

100

75

100

100

100

100

67

100

25

0

25

0

0

25

0

0

0

0

33

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

杉　山　雅　彦

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

滝　澤　　　亮

内　田　　　敏

漆　原　恵利子

矢　田　昭　一

吉　野　寧　訓

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

％

％

25
25 100

25
25 100

20日

－出席規定免除－

％

％

28
26 92.86

28
28 100

27日


