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第 1･2･4 木曜日 12:30

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆村松 邦彦

第 3 木曜日

18:30

副会長◆村松 邦彦

第 5 木曜日

18:00

宝子山 泰久

例会場：「カンティーナ」

幹
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事◆松田 壽之

ＳＡＡ◆矢部 光治

TEL：046-870-6440

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp
Website:http://www.zushi-rc.com/

長◆菊池

会

計◆

直前会長◆桐田 吉彦
会報委員長◇宝子山 泰久

桜もあちこちで満開となり、春爛漫とな
りました。今日は、いつもに増して 30 名
を超える会員にご出席いただきありがと
うございます。いよいよ来週は、55 周年
記念例会を迎えます。総勢 150 名近くご参加いただく式典と
なりますので、会員はもちろん、奥様方のご協力もいただき、
お客様をお出迎えしおもてなしを出来ればと思っております。
そして、5 年に一回しかない、限られた記念例会をクラブ全員
で楽しみたいと思います。どうか、奮ってご参加をお願い致し

「化粧品から見た中国の爆買い」

2017 年 4 月 13 日 ─
報

菊池会長の時間
みなさん、こんにちは

本日の進行（16:30）
創立 55 周年記念式典
於：ホテルニューグランド
―次回のお知らせ―
4 月 27 日（12:30）
青崎 正紀氏
ウテナ化粧品専務

告

松田幹事到着物：・横須賀西 RC 会報、横須賀北 RC 会報
・「ハイライトよねやま」メールにて受領
開催案内：・5/1６（火）１３:３０～15:30
「補助金管理セミナー（グローバル補助金）開催」
於：第一相澤ビル 6 階
その他：・4/29（土）11:30～17:30
「池子フレンドシップデー」於：池子住宅
・4/21,4/22 の送迎について、
＊ベイクルーズ…16 時 45 分ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ新館ロビー集合
＊ライブ鑑賞…19 時 45 分パラダイスカフェ集合
＊海上自衛隊見学…7 時 20 分逗子文化プラザ前集合
（バス）
＊記念例会…12 時 45 分逗子文化プラザ前初（バス）

ます。
季節の話題を一つ、今日の午前中に、春の交通安全運動に伴

３月のお祝

久しぶりに誕生祝を頂きました。ありがとう（橘克巳会員）

う交通安全パレードと集いに参加して参りました。私の職業柄、
春、秋の交通安全運動というのは、付きものでして、恒例の行
事であります。この時期に交通安全を啓発していくのは、やは
り、春になり、季節の変化、気温の変化に身体が慣れないこと
から、交通事故が増える時期であるからです。また、新入生は
もちろん、年度替りで仕事や環境の変化もあり、不慣れという
ストレスが、注意力散漫につながり、ヒヤリハッとすることも
少なくないと思いますので、ぜひ、交通安全と事故防止にご留
意いただければ幸いと存じます。
さて、本日の卓話は、韓国事情にお詳しい武澤泰様においでい
ただいております。「日中韓の政治問題」というテーマであり
ますが、北朝鮮を取り巻く情勢が著しく変化しており、度重な
るミサイル発射実験、核実験抑制に向けたトランプ政権の強行
姿勢など、韓国通というお立場で、いろいろなお話が伺えれば
と思います。どうぞ、宜しくお願い致します。

地区研修・協議会開催 4/16
於：立花学園高等学校 12:30～18：30

橘
地区関係含め 16 人が参加。来年の逗子
クラブホストの参考にする為、最後まで
滞在。尚、2015-16 年度の財団寄付に
対し二つの表彰を受けた。
次年度開催クラブを
表明した村松次・会長

激動の韓国と日韓関係

卓話

１. 次期大統領（5/9 投開票）２名の有力候補
①

安哲秀の主張（55 歳「国民の党」前代表・保守中道

・外交は北朝鮮に対し米韓同盟に基づく制裁を主張
・経済は「民間の自律的な新産業創出を政府が支援して雇用拡
大すべき

武澤

③相手国に関する情報源
韓国人：テレビ報道・韓国ドラマ
・教師と教科書
日本人：テレビ報道・情報番組
・韓国ドラマ

・対日では慰安婦合意再交渉、日韓関係重視

3.韓国経済が抱える問題点

・THAAD 配備必要

①韓国経済の財閥依存体質（中小企業

➁

文在寅氏の主張（64 歳「共に民主党」前代表

弱体）財閥への願望・嫉妬・反感

・外交：
「米国より先に北朝鮮を訪問する」→路線修正しそう

➁輸出依存率が高いのに輸出不振

・経済：
「政府が主導して新産業を振興」が失業問題対策と主張

③成長率鈍化

・対日：反日的

④失業率特に若年層の失業率が増えて

・THAAD 配備：当初反対→賛成に転じる

いる（大学進学率 70％、大企業志向

2.

で大卒就職難）

日本と韓国の国民意識（日本の「言論 NPO」と
韓国の「東アジア研究院」共同調査

①相手国が好きか嫌いか（2015 年→2016 年の変化）
韓国人

日本嫌いが少し減り日本好きが少し増えている

嫌い：歴史認識・領土・慰安婦

韓国嫌いが少し減り韓国好きが少し増えている

嫌い：日本を批判し続ける・竹島。

元東レ経営研究所副社長
元日韓経済協会専務理事

消費性向（住宅ローン）

の高さ、見栄・外見重視、借金に借金。

4.国民性
・罪人に謝罪と後悔を強いる

・根が晴れるまで加害者を赦さない

紹介者：車 信弘氏
東レ定席役員

・感情重視・コネ文化・公私混同
・形式主義、格を合わせる

好き：韓国ドラマ・音楽・韓国料理

日本 ・過去を忘れ未来のために努力する 「動機の純粋性」

※2016 年韓国からの観光客は 500 万人（温泉・ゴルフ）
、
日本からは 150 万人

成り行きを斟酌して加害者に対し寛容となる傾向
・理性重視「法治国家」

➁軍事的脅威を感じる国はどこか

適手段選択

韓国人

北朝鮮（83％）
・日本・中国・ロシア・アメリカ

日本人

北朝鮮（80％）
・中国・ロシア・韓国

ニコニコＢＯＸ本日合計

⑤家計債務増

韓国

好き：日本人が親切・公平感覚があり先進国的。
日本人

泰 氏

￥５０,０００

菊池君…いよいよ来週は５５周年記念例会です。全員でたのし
みましょう。

・実質主義

目的に対する最

・職業に貴賎なし（社長も現場に入る）

謙遜しがち。
担当：清水惠子

￥１,６８６,３３０
草柳君…卓話期待しています。
臼井君…誕生日祝いを頂いて。

松田君、中根君…武澤様卓話楽しみにしております。

三宅君…武澤様スピーチ楽しみにしています。

宝子山君…創立５５周年記念例会成功へ総力結集！

桐田君…現場よりかけつけました。

村松君…やっと暖かくなりました。奈良の桜は満開でした。

橘（克）君…皆様大変お久しぶりです。

矢部（光）君…武澤泰様「日中韓の政治問題」スピーチよろしく。

服部君…日中韓のお話、楽しみです。

鈴木（久）君…誕生日祝いを頂いて。

岩堀君…私がプロデュ―スした南極観測船「しらせ」の本が出

毛利君…やっと春ですね。

版、店頭にならんでいます。

船津君…家内の誕生祝いを頂いて。

清水（惠）さん…今年も桜を見ることができて、幸せです。

福嶋君…白い花びら黄色いランドセル、帽子、ういういしい小

横山君…やっぱりももクロはいいね。一日警察署長のしおりん

人達、春だなー。
安藤君…本夕は帝国ホテルにて日米協会１００周年の式典に出
席します。

カワイかったよ。
田耕さん…普段お役に立てずごめんなさい。
小西君…やっと春らしくなりました。桜がキレイです。

橘（武）君…①女房の誕生祝いを頂いて。②さらば真央、輝き
は金メダル以上だ。

【出席報告】会員数 51 名（出席免除４名）
出席者３４名 出席率 6８.00%

山科君、山口君、匂坂君…武澤さんよろしくお願いします。
湊屋君…まだまだ朝は寒い。
矢部（房）君、山本（由）君、川上君…武澤様卓話宜しくお願
いします。

米山ニコニコ

田耕 ￥1,000

