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第 5９巻第 30号 通巻第 2798号 

第 2821回 例会 

2018年（平成 30年）6月 19日 
12:30点鐘 商工会議所 4階例会場 

 

2017～2018年度 
国際ロータリーテーマ 

ロータリー 変化をもたらす 
国際ロータリー会長 イアンH.S.ライズリー 
 
第 2790地区ガバナー  寺 嶋 哲 生 
第 6分区ガバナー補佐  志 田 延 子 
東金ロータリークラブ会長 秋 葉 芳 秀 

〃      幹事 並 木 孝 治 
 
 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会活動報告 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

秋葉 芳秀 会長 

「手に手つないで」 

並木 孝治 幹事 

みつはし 

秋葉 芳秀 会長 

並木 孝治 幹事 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

秋葉 芳秀 会長 
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会長挨拶 

 
秋葉 芳秀 会長 

皆さま、こんにちは。今日は米山奨学生ニ
サさんが参加しております。 
ラマダンというルールに従い、今日のお昼
は食べないそうです。しかし２６日蓬莱閣で
の最終例会・懇親会では、夜間のためＯＫで
す。 
さて、先週６月５日（火）、野口雅子会員の
特別なご紹介で、開場前の豊洲新市場の見学
に行くことが出来ました。農産品や魚介類が
全く無い広～い現場は、スタートした時のイ
メージが湧いてきませんでしたが、私が凄い
なと思ったのは、最新の設備や間取りなどを
設計できるプロの建築家達の力量です。机上
で、完成時の人の動線や使い方など全てを計
算できる能力です。 
私が関わっている農業の生産現場では、最
近、集荷業者・流通業者と農家等との間で契
約栽培が非常に増えており、いわゆる市場外
取引が活発です。 
更に国会では、６月８日に参議院に於いて
改正市場法の審議がスタートし、与党は６月
中に際立させるとの新聞報道です。行政によ

る許認可制度から認定制度へと規制緩和が
進みますが、変化のその先の変化など具体的
な姿は誰にも予見できません。 
これは全ての事業経営者に言えることです
が、どのような時代を迎えても対応できる力
を、己に付けておくことが最善最強の打ち手
だと考えております。 
さて豊洲市場見学後、楽しく食事をし、更
に会員の菅原工芸硝子様が経営している青
山のショップに立ち寄り、お隣のカフェで休
憩しました。私は館山市の酪農業・須藤牧場
提供のアイスクリームを味わいました。 
会社方式の須藤牧場は、約８０頭の搾乳牛
がおり、妻は首都圏の幼児達に家畜と接触で
きる体験牧場を運営し、長女は自家産の牛乳
を原料としたアイスクリーム事業の責任者
で、館山イオン店や道の駅で販売中です。更
に後継者は牛舎が建っている裏山で、就農す
る前に経験を積んだ演劇を就農後も実践し
ているという、極めて珍しい、独自性の高い
酪農家です。私がご紹介し、納品するに至っ
たカフェでのアイスクリームは、東京・青山
と千葉・館山の組合せですので、話題になっ
て欲しいものです。 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

第 2820回 例会の記録 <6月 12日＞ 
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〇理事会がありました。議題は次年度の新
入会員の承認についてです。小林清益さ
んと宮原信道さんが再入会されます。全
会一致で承認されました 

〇例会場変更のお知らせが八日市場ＲＣよ
り来ています 

 

誕生お祝い 

 
小林信雄会員（左） 岡本秀男会員（右） 

米山奨学金授与 

 
米山奨学生 アニス・コイルン・ニサさん 

 

 

 

 

スピーチ 

 
野口雅子 会員 

先週はありがとうございました。市場の
方は 2 年ほど前から市場法が変わるため、
一般の八百屋や魚屋は仲卸からしか購入
できなくなります。豊洲の場合は「東京シ
ティ」という業者がありますが、大手スー
パーや仲卸のみに降ろす方向です。ですの
で、千葉港の市場は閉鎖しますし、これか
ら地方の市場はどんどん減っていくと思
います。東京では大災害があったときに東
京都民の食を守るために、閉鎖予定であっ
た西東京などの市場を整備し直してます。 
太陽光のお話ですが、すでに大田市場で

は青果棟と鮮魚棟の間の関連棟では五分
の一くらいを太陽光パネルに替えており
ます。災害時にはそこから電源を取り、食
を維持できるように変わってきました。東
金では夏に万一のことがあった時にどう
なるのかな、と思うことがあります。新築
のビルもどんどん太陽光になり、ガラス面
を発電設備に替えています。こういう所は
菅原さんのガラスとコラボできる面かな、
とも思っております。いろいろとありがと
うございました。 



============== ========Togane Rotary Club  2017-18 ===================== 
 

 

Page 4 

卓話 

 
 アニス・コイルン・ニサさん 

こんにちは、本日奨学金を頂き、誠にあり
がとうございます。今回「私の出身地につ
いてお話ししたいと思います。 

出身地 

私の出身地は東ジャワ州 LAMONGAN
県 PACIRAN村というところです。
PACIRAN村は小さなところです、漁業と
農業の盛んなところです。Lamongan 県の
人口は 1188193人で、面積は 1.812,8km2
です。主にラモンガンにおける人口はムス
リム教ですが、キリスト教やヒンドゥー教、
仏教もいます。 
ではラモンガン県における人口の職業

について説明します。インドネシアは
17000を超える島で構成されているという
地理的な特徴があるので、水産加工場や漁
業もたくさんあります。ラモンガン県にも
漁師が働いているのが多く、魚屋さんがた
くさんあり、魚を売っていたりしていて、
いつでも安くておいしく新鮮な魚を食べ
られます。 

そして、農業が働いている人々も多いです。
主にラモンガン県 paciran 村における主要
農業は米、ともろこし、唐辛子、および葉
タバコです。その他にも、近年 batikを作
業している人々増加してきました。 

バティック 

バティックはインドネシアの伝統的な
ろうけつ染めの布のことです。布にろうを
塗り染色すると、ろうを塗った部分だけ色
が染まりません。この手法を使った染色方
法がろうけつ染めです。織りからろう置き、
染めまで高度に熟練した職人たちの技と
して伝統として受け継がれ、すべて手作業
で作られてきました。そのため、一時は安
価な大量生産の機械捺染（プリント）に押
され、職人も大幅に減ってしまいました。
それに危機感を覚え、バティックの伝統を
絶やすまいと立ち上がったのが、ビンハウ
スの主催者ジョセフィーヌ W.コマラです。
アンティーク布に魅せられた彼女は、絶え
つつあった職人を探し出し、糸、織り、染
めと手仕事による布作りに取り組み始め
ました。木綿が主だったバティックの素材
にシルクを用い、伝統を生かしながら新た
なデザインも取り入れ、洗練された現代の
バティックを作り出したのです。 
ビンハウスのバティックは糸を紡ぐ、布

を織る、文様を描く、ろうを布に置く、染
める。すべて手作業で行っています。また
主としてシルクを使用し、織りの段階で複
雑な文様を織り出し、その上にろうけつ染
めを施していることが特長です。 手織り
で複雑な文様を織るのは非常に集中力を
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要求される作業です。一日に織れるのは複
雑な文様になるとせいぜい 35～40センチ
ほどです。そして布地の柄の元となるろう
置きはチャップ（型でろうを置く技法）と
チャンティン（手書き）の 2つの技法があ
ります。チャップは模様を彫った銅型で版
画のようにろうを置いていく技法です。 
チャンティンは細かい口金のついた 10セ
ンチほどの銅製の道具を使い、細かい模様
を手書きしていく技法です。ろうが固まる
と手書きで模様ひとつひとつを彩色して
いきます。そして熱湯に通してろうを落と
します。 
 ビンハウスのバティックは 1色ごとにろ
う置き、染色、ろう落としを繰り返します。
色数がふえるほどに手間もかかります。 
ビンハウスのバティックの複雑な色と模
様は、気の遠くなるような職人たちの作業
の結果生み出される、手仕事の結晶です。
一枚を作り上げるのに数ヶ月～一年かか
ることも珍しくありません。機械化、効率
化とは無縁のバティックは、環境にも人に
もやさしい、究極の手仕事のハイテクノロ
ジーなのです。 
現在、今ではインドネシアのナショナル

コスチュームとして、バティックが着られ
るようになり、公務員や、公立の学校では、
金曜日にバティックを着る事が定められ
ています。バチックは地域によって制作さ
れいるモチッフやデザインが違います。
paciran 村の場合はラモンガンのアイコン
と同じく、bandeng 魚及び lele 魚だとい
う特徴を持っています。私も学部生時、ボ
ランティア活動を通して、lamonganの

batikを作ったことがあります。ただ、作る
だけではなく、女性たちの batikグループ
にどうやって売り上げがアップするのか、
あるいははマーケティングの戦略のこと
について一年ぐらい貢献しました。 

住民エンパワーメントプログラム 

先ほど申し上げた通り、paciran 村にお
ける海洋生物や農産物が恵められて、経済
ポテンシャルが大きいです。しかし、学校
へ通うことができない、あるいは学歴が低
いという世帯がまだ高いので、貧困層が多
い。特に、ラモンガンにおける生活困窮で
ある母子世帯もたくさんいます。いい仕事
も得ることができません。そのため、どう
やって収入が増えかをいうことを悩んで
いる母子世帯が少なくありません。実際に
は国からの住民エンパワーメント国家プ
ログラム（program nasional pemberdayaan 
masyarakat/PNPMと呼ばれているこのプ
ログラムは 2007年度から貸出金を支援が
実施してきました。学校へ通うことができ
ない、あるいは学歴が低いので、このプロ
グラムをどうやってもらうのかという
人々もまだ多いです。そこから、私が参加
したボランティア団体として手続きを手
伝ったり関係機関に連絡したりしました。 
また近年のグローバル化に伴って、イン

ドネシアは インターネットを利用する
ソーシャルメディアが人気を集めていま
す。スマートフォンの普及拡大などにより、
インターネット利用者も増加してきまし
た。ボランティア団体に参加した私が持っ
ているスマートの人々に ig,facebookなど
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のソーシャルメディアを通してオンライ
ンショップのシステムのことも教えて体
験しました。そこから生活困窮である人の
収入も少し増えてきました。体験できたこ
とが私にとってとても価値があると思い
ます。 

経済的な課題 

しかし、ラモンガン県における課題は最
低賃金が低い 185万ルピア（約 1万４千円）
ことであり、最も高い東ジャワ州スラバヤ
州都（35万ルピア）との格差は 2.5倍にく
らいで、ラモンガン県には非識字率もまだ
多いです。つまり、教育水準と貧困の関係
が大きいということがわかりました。教育
が貧困連鎖を断ち切る 1つの確かな方法だ
と私は考えております。私は今、米山ロー
タリーからの奨学金を受けながら大学で
学ぶことができ、とてもポジティブな気持
ちで毎日勉学に励むことができます。将来、
私が受けたこの奨学金のように貧困であ
る子どもたちに教育のサポートをしてい
きたいと思います。 

 
 
 
 
 

 

ごあいさつ 

小林信雄 会員 

お祝いをいただき、ありがとうございま
した。今日が誕生日です。ありがとうござ
いました。6月 23日から 27日まで、2018
年国際ロータリー大会に出席させていた
だこうと思っておりましたところ、秋葉会
長よりクラブの信任状と投票カードをお
預かりしましたのでここに皆さんにお知
らせをいたします。野口さんもご一緒です
ので、間違いなく届けて参ります。                                           

出席率  6月 12日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１5名 8０.００％    ２，３１１円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前の週金曜日までに
（緊急の場合は当日 10 時までに）事務局宛に，
電話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。  
メーキャップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 

ニコニコ BOX 
〇6月 1日誕生日 71歳になります 

            岡本秀男 会員 

〇先週は青山店にお越し頂き、有難うございました 

            菅原 實 会員 

〇ご奉仕 

            高橋邦夫 会員 
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