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日  時：令和２年 2 月 12 日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ              津戸弘樹委員 

開会点鐘                  遠藤常臣会長 

斉  唱：ロータリーソング「それでこそロータリー」 

お客様の紹介              遠藤常臣会長 

太田 文雄様 国家基本問題研究所企画委員兼研究員 

会長報告              遠藤常臣会長 

●例会後に臨時理事会を行いますのでお集り下さい。 

幹事報告                  喜連紘子幹事 

●ガバナー・ノミニー・デジグネート確定宣言 

 国際ロータリー細則 12.030.10.に照らし、「東京品川

ロータリークラブの富澤為一君」が国際ロータリー第

2750 地区 2022-23 年度ガバナーに就任するガバナー

ノミニー・デジグネートとして確定したことを宣言い

たします。 

●2020-21 年度 多摩中グループ協議会 

 日時 ２月１４日（金）１８時３０分 

 場所 パレスホテル立川 

 出席 20-21 年度 山崎会長・遠藤久幹事 

●多摩中グループＩＭ実行委員会 

 日時 ２月２０日（木）１６時３０分 

 場所 多摩信用金庫 小金井支店 

 出席 林ＩＭ実行委員  

●第 16 回 RYLA セミナー開催・式典出席のお願い 

 日時 セミナー開催 3 月 14 日・15 日 

    式典 3/15 13 時 30 分 

 場所 「会議するなら新橋会議室」 

 ＊詳細は掲示板でご確認ください 

委員長報告 

●北島清高青少年奉仕委員長 7 日(金)の三中での交

流会が成功裏に終わったと思っています。留学生の反

省会では、来日生は全員が｢楽しかった｣、ローテック

スの中には辛口の意見もありました。三中の生徒さん

のアンケートも近いうちにご報告します。 

●岡本正伸規定審議委員長 定款細則の改正案を配布

いたしました。この内容をご確認ください。3 月 4 日

の例会で決議をいたします。 

ニコニコＢＯＸ            小松親睦活動委員 

●遠藤常臣会長 本日の卓話、太田文雄様のいま世界

に注目されている中国の話、大いに興味があります。

楽しみにしています。 

●喜連紘子幹事 太田様、ようこそお越し下さいまし

た。本日の卓話は皆の関心事だと思います。しっかり

拝聴いたします。 

●青木会員 本日はご多用中にもかかわらず太田先生

におかれましては、私ども東京国立ロータリークラブ

卓話講師をお引き受け頂き誠に有り難うございます。

元海上自衛隊海将として、また国家における機密保持

の専門家として先生のお話しを、剣道の後輩として真

剣に聞かさせて頂きます。 

●二階堂会員 2 月はお誕生月という事で、お祝いを

ありがとうございました。40 代ラスト 1 年、満喫いた

します。 

●井田会員 妻のお誕生日祝ありがとうございます。
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妻のお誕生日会は私がいない間に娘たちと妻でやって

終っていました。 

●青少年奉仕委員会(北島清高会員・杉田会員・小澤谷

守会員・木島会員・近藤会員・二階堂会員) 先週の三

中での交流会、無事に終了する事が出来ました。会員

の皆様、多数の来校、御協力、大変ありがとうござい

ました。 

＊ニコニコ BOX 合計 33,000 円 累計 1,387,000 円 

出席報告              高柳出席奨励委員 

  ２月１２日 在籍５０名中 出席４１名    

前々回 (1 月 29 日) 出席率 95.74％ 

閉会点鐘                遠藤常臣会長 

 

 

 

新型ウイルス感染症と 

中国共産党政権 

太 田 文 雄氏 

（国家基本問題研究所企画委員兼研究員） 

講師紹介               青木健会員 

 2013 年にもお越しいただきお話をいただきました、

私の剣道の先輩です。国立高校から防衛大学に進み、

海上自衛隊で艦隊勤務等を経て、海将として小泉内閣

の時に国歌の情報戦略の専門家としてお仕事をされて

いた方でございます。退官後は防衛大学の教授をされ、

国家機密の問題では幅広い分野での論文等も出されて

います。今は剣道の 8 段を目指して修行をされていま

す。今日は時節に添った内容で、お話をいただきます。 

2003 年の SARS と全く変わっていない隠蔽体質 

・当時、私は情報本部長。人民解放軍医師が過少報告

を告発→所在不明。 

・その後、内部告発者を保護する姿勢を示す→危機を

機会に変える強かさ。 

・同年 4 月の明級潜水艦全員死亡。中央軍事委員会首

脳の安全宣言は嘘。 

・今回も政府の発表の 10 倍と見ておけば間違いない。

NHK 画像真っ黒に。 

・官制メディアは、共産党指導部がしっかりやってい

るという報道ばかり。 

・他の一党独裁政権：旧ソ連チェルノブイリ、北の死

者数 40、金正恩体質。 

・SARS の場合、収束までに約 8 ヶ月。全人代の開催

や習近平の国賓訪日？ 

国際機関をコントロールして国際世論戦を有利に 

・WHO(世界保健機関)事務局長出身国エチオピアは一帯 

ランドセルカバーの寄贈 2 月 10 日：国立市役所 

 

 

 

 

 

 

 

  

左より 喜連紘子幹事・遠藤久社会奉仕委員長・ 

     是松国立市教育長・寺澤奉仕プロジェクト理事 

 

 

 

一路で莫大な債務。カンボジアも。 

・ICAO(国際民間航空機関)代表、柳芳は台湾に極めて冷

たい。 

・AIIB(中国が主導して設立したアジアインフラ投資銀行)のト

ップも中国人で本部は北京。(ADB (アジア開発銀行)の

本部はフィリピン)。 

・ICPO(国際刑事警察機構)トップ孟宏偉 2018 年中国国内

で収賄罪逮捕。 

・ユネスコにおける世界遺産への南京虐殺認定。慰安

婦は直前に阻止。 

・2005 年頃、日本の安保理事国加入に中国が妨害。ア

フリカ・アジアの票。 

・中国赤十字:1999 年台湾大地震の際、他国の救援活

動認可を盾に台湾虐め。 

・米国は国連をはじめとする国際機関を信用していな

い。日本は？ 

日本の対応 

・緊急事態対応の憲法規定必要。3.11 でも災害救助で

個人の所有権が問題。 

・台湾を TPP11 への加盟を通じて日米側に囲い込む。

頼清徳を日本に招聘。 

・習近平国賓訪日で困った時に中国共産党の「安全宣

言」に利用されるな。 

・偽情報対策、信頼性のあるソースが正しい情報を繰

り返し流す。 

・自由でオープン、法の支配という価値観外交を。Ex.

インドを RCEP(東アジア地域包括的経済連携)に。 

・武漢の意味合い。戦略産業である半導体工場と中国

製造 2025 の拠点。 

・航空自衛隊の航空機動衛生隊搭載機を武漢へ派遣し

て重篤患者を救出。 



- 3 - 

 

 

 

 

 

交換留学生を国立市立第三中学校に招いての恒例の

交流会が２月 7 日（金）に行われた。13 回目である。

今冬一番の冷え込みだったが前の晩に吹き荒れていた

風も収まり、快晴だったこともあって、寒さを感じさ

せない絶好の日和に恵まれた。今年度の 2750 地区来

日留学生 8 人全員（フランス 2 名，ドイツ、イタリア、

タイ、アメリカ、メキシコ、ブラジル各 1 名、年齢は

16 才から 18 才）と交換留学生として地区から海外に

派遣されていたローテックス 4 人（男性 1，女性 3）、

地区委員 2 人を加えて総勢 14 人の来訪である。当ク

ラブからは会長を筆頭に 26 会員が迎えた。 

午前 10 時に国立駅に参集した来日生達は、準備し

た数台の会員車に分譲して交流会場へ。田んぼの中を

走る光景には興味を覚えた人もいたようだ。10 時半か

らは当クラブ遠藤会長の英語を交えたユーモアたっぷ

りの歓迎の挨拶に始まり、、地区からおいでになった

飯室青少年交換委員長の状況説明を含めた挨拶、来日

生の紹介と続き、永見市長の歓迎挨拶、是松教育長に

よる国立市の紹介と例年通りの開会となった。開会セ

レモニーの最後は山口三中校長の挨拶だったがイギリ

スへの留学時の経験談などを、英語を交えながら説明

し、英語教育に力を入れている三中としては、この交

流会を学校、生徒を挙げて大いに期待していることを

述べられた。 

理科、国語の授業参観、図書室、体育館の見学と校

内を巡回したが、図書室では世界各国を国ごとに紹介

した本で、来日生達は自分の國がどのように記述され

ているのか熱心に調べていた。 

午前最後の時限は音楽の時間。例年のことだが留学

生達に日本の伝統文化、琴を味わって貰おうと、琴を

弾く練習だ。｢爪｣を指にはめるところからの指導だが、

生徒達は直ぐに慣れ、見よう見まねでドレミの音階に

セットされた琴の奏で方を覚えて｢故郷｣を練習し、最

後には我々も参加した歌との合奏で目出度く終了とな

った。 

昼食は来日生、ローテックスが 4 クラスに分かれて

三中一年生達との給食交流会。ここからが本当の交流

だ。生徒達ははにかみながらもしっかりと交流したこ

とと思う。食事は通常の｢給食｣。食事内容について皆 

さんの感想を聞きそびれてしまったのは残念だ。 

午後の交流会はクラスごとに分かれて、まず三中生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徒が自分たちの紹介を行い、次いでローテックスが自

らの経験を生徒達が興味を持つようにと心掛けながら

話をしてくれた。来日生もそれぞれ自分の国や街につ

いてあるいは学校生活について紹介をしてくれたが、

質問時間が極めて静かだったのはもったいないことだ。

この中で非常に印象に残った言葉がある。「国に帰っ

たらまず何をしますか」という質問に、「多分、日本

に行く航空券を買いに行くと思います」と言う返事。

来日生の皆さんは日本を心から楽しんでいるのだなと

感じた。 

2 時限目は交流のゲーム。｢Taboo Word Game｣と称

する遊びだった。よく理解できなかったが、昔テレビ

で流行っていたジェスチャーの言葉版と言うことだろ

う。ただ、ネーミング通り使うことが禁じられている

言葉があって、その選択が勝敗の重要なポイントにな

るらしい。来日生達は直ぐに理解できたようで、皆さ

ん大いに楽しんでいた。 

こうして交流会は無事終了し、三中を辞した後の反

省会は駅前の白十字で行った。例年留学生の単なる慰

労会になり勝ちなので、今年はしっかりと｢反省｣しよ

うとの委員会の方針で来日生、ローテックス全員から

話をして貰った。ローテックスからは三中生徒達の対

応に対し辛口の指摘もあったが、皆さんこの交流会を

大いに楽しんでくれたようで、その言葉の端々に日本

に来て、みんな日本が好きになっていることを肌で感

じることができた。交換留学生制度の成果の現れなの

だろう。できればこの反省会に学校関係者、武内指導

主事なども参加してくれれば交流会の意義が高まるの

ではないだろうか。反省である。 

今回、北島清高委員長をはじめとする青少年奉仕委

員会の皆さんの用意周到な準備のお陰で、極めて順調

にこの交流会を終わることができた。本当にご苦労様

でした。蛇足になるが一言。来日生は例年男性よりも

女性の方が圧倒的に多いが、全員女性というのは初め

てだと思う。女性の方が積極的なのは日本だけでなく

世界共通の現象なのだろうか・・・。(木島会報委員) 

国立市立第三中学校における 

留学生との交流会 
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↑←各教室に分かれて  

行われた交流会   

 

 

 

 

 

 

 

←授業参観(左)    

図書室の見学(右）  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑音楽の授業｢お琴｣に参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑白十字にて反省会   

 


