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● 司会……本多ＳＡＡ
● 点鐘……渡辺雅夫会長
● ロータリーソング
福与ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
「我らの生業」
○ 本日のメニュー
洋食

ビジター紹介
(川崎RC)
(川崎南RC)
(川崎大師RC)

山口幸太親睦活動委員長
冨田三郎様
小林和雄様
船越耕一様
牛山裕子様

卓話者・お客様
牧島会員

オブザーバー

卓話者 弁護士
ジェイムズ・ニコラス・パパトネス
（James Nicholas Papatones）様
お客様 通訳
弁護士

金沢ひろ子様
澄川 圭 様
上沼美由紀様
青木 清 様

細谷健一様
渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

伊藤弘志幹事

スマイルレポート

出席報告

坂本竜麻副会長
須山出席副委員長
会員数

出席
該当者

出席者 欠席者

ホーム

メイク

クラブ

1484回

35

33

27

6

81.81

1481回

35

35

28

7

80.00

1

前々回
修正

82.85

（小又会員）

会長報告
渡辺会長
■2016年、ＲＩ規定審議会採択により、ＲＩ会費（人
頭分担金）が2017-18年度から4㌦づつ増額され、
今年度が60㌦、2018-19年度が64㌦、そして2019-20
年度には68㌦に改定されます。因みに、ロータリ
ー創設の1910年は１㌦から始まり、現在の価値に
換算すると26.90㌦相当になるそうです。
また、地区の分担金は事務経費、事業費や地区大
会への費用など31,000円程度負担
しております。自分たちの会費の使途に関心を持
つことも必要かと考えます。

幹事報告
伊藤弘志幹事
◎

例会変更のお知らせ
ありません

◎

週報を送ってくださったRC
ありません

◎

本日の配布物
会報

5/14の会報

委員長報告
山口親睦活動委員長
６月３日～４日 １泊移動例会の日程について
安東会員
ペアマッチゴルフのご案内

冨田三郎様…①青木ガバナー補佐さんいつもお世話
になります。１年間お疲れ様でした。
②素晴らしい卓話拝聴に伺いました。
宜しくお願い致します。
（川崎RC)
小林和雄様…過日は、中村、坂本両会員お世話にな
りました。また助っ人として次期３役、
森川さんにご足労おかけ致しました。
本日はそのお礼もかねて伺いました。
（川崎南RC)
船越耕一様…いつもお世話になります。案内いただ
いたのでﾒｲｸに参りました。
（川崎南RC)
牛山裕子様…お世話になります。
（川崎大師RC)
渡辺会員……①本日は大勢の方がお集まりです。
②パパトネス様楽しいお話を期待して
おります。
③細谷様これから宜しくお願いします。
伊藤(弘)会員…James.welcome to our club.
I am expecting your very exiting
story!!
増山会員……パパトネスさんようこそ！卓話楽しみ
にしています！
中村会員……①パパトネスさんようこそ。本日の卓
話楽しみにしております。
②フロンターレ勝ちました。これから
も応援よろしくお願い致します。
③冨田さんようこそ。
森川会員……皆様こんにちは。細谷さんご入会おめ
でとうございます。フロンターレ3対0
で快勝でした!!がんばっていきましょ
う!！
後藤会員……先週のゴルフ大会参加の皆さんお疲れ
様でした。安東さんお世話になりまし
た。
野口会員……①冨田様ようこそいらっしゃいました。
②ジェームス様卓話楽しみです。
木村会員……本日は弁護士のジェイムズ・ニコラ
ス・パパトネスさん卓話楽しみにして
参りました。よろしくお願いします。
飯島会員……昨日は福与さんとお出かけの予定でし
たが雨だと思い中止にしましたが晴れ
ました。残念でした。
渡部会員……今日の卓話楽しみにしています。昨日
は下の子供とサッカーを見に行ってき
ました。とても喜んでました。(笑)
阿野会員……ミスターパパトネス、本日は楽しみに
しております。よろしくお願いいたし
ます。

渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

安東会員……娘の結納が決まりました。なにか淋し
く落ち込みました。多くの方々に励ま
していただきありがとうございました。
持つべきものは友と感銘致しました。
山口会員……皆様こんにちは。久しぶりのフロンタ
ーレ情報です。昨日3-0で勝利しました。
ホームで久しぶり勝利でした。ワール
ドカップ前3位で折り返します。今後と
も応援よろしくお願いします。
牧島会員……①妻の誕生日にお花をありがとうござ
いました。
②ミスターパパトネスウエルカムトウ
アワクラブ.金沢さん、上沼さん、澄川
先生ようこそ川崎中央ロータリークラ
ブへ。
本多会員……①昨日は久しぶりに神社巡りとして秩
父にある三峯神社に行ってきました。
本当に山の深いところにありちょっと
した登山コースにもなっていてびっく
りしました。
「氣」と書かれた有名なお
守りを頂いてしっかり「氣」と「パワ
ー」を頂いてきました。
②本日はジェイムズ・ニコラス・パパ
トネス様をはじめ多くのお客様にお越
しいただきまして本当にありがとうご
ざいます。
福与会員……今日の卓話楽しみにしています。移動
例会に行けなくて残念です。
石田会員……①皆さんこんにちは。今日たくさん楽
しみです。
②細谷さんご入会おめでとうございま
す。
③本日卓話牧島さんジェイムズ・ニコ
ラス・パパトネスさんよろしくお願い
致します。
小又会員……昨日は東京博物館と靖国神社アメ横で
カニを買って夜食べました。そして寝
ました。
栁町会員……①ジェームス様本日の卓話楽しみにし
ています。
②細谷様ようこそ！今後ともよろしく
お願いいたします。
坂本(竜)会員…細谷さん入会頂きありがとうござい
ます。今後とも宜しくお願いします。

1484回 24件 27,000円 累計 626件 1,021,000円

卓話

トランプ氏がどのようにして大統

領を勝ち抜いたのか、
トランプ大統領が日本に与える影
響とは何か
米国人弁護士

ジェイムズ・ニコラス・パパトネス
（James Nicholas Papatones）様

はじめに、牧島雑誌広報委員長より、卓話者のご紹
介がありました。
James Nicholas Papatonesさんはレーガン大統領のホ
ワイトハウス会議のメンバーとして活躍した経歴を有す
る米国ニューヨーク州の弁護士で、米国の政治経済にも
精通されている方です。現在は、本日の通訳をしてくだ
さる金沢ひろ子さんとともに、大手企業を含む法人や個
人に対して英語の研修をすることを主な目的とする株式
会社ワールドウィズアウトボーダーズのＣＥＯをしていら
っしゃいます。私は、やはり本日の通訳をしてくださる澄
川弁護士の紹介でパパトネスさんを知り、スピーチをお
願いしたところ快く引き受けてくださいました。なお、パパ
トネスさんと金沢さんはいずれも増山先生ともお付き合
いがあり、今回のスピーチの詳細については増山先生
にもご尽力いただきました。

本日は、日本の移民政策についてお話をしようと思いま
すが、このようなスピーチではスピーカーと聴衆とのやり
取りが大事だと思いますので、皆さんの積極的な質問を
期待します。
日本が移民政策を緩和して多くの移民を受け入れな
いと日本は危機に瀕することになります。日本の人口は

渡辺会長指針『 もういちどクラブを見つめ直そう 』

この３７年間連続で減少しています。その反面、中国や
韓国などのアジア諸国の人口は劇的に増えています。
人口の減少が国力の衰退をもたらします。国力の衰退
を防ぐためには移民の受入れが必要であり、このことは
トランプ大統領も十分承知しており、彼も、高度の教育を
受けた移民の受入れには積極的です。もちろん、犯罪
者や教育を受けていない移民は除いてですが。
日本の現状について、例えば在宅医療や高齢者介護
について考えてみましょう。この分野における日本の労
働力不足は危機的状況にあり、これを克服しないと日本
の医療制度、社会、安全保障は壊滅的になるでしょう。
在宅医療や高齢者介護のスキルを持つ外国人労働者
に日本語だけを求めるべきではないでしょう。高齢者た
ちとコミュニケーションを取れる日本語能力があれば、
試験を日本語で行う必要はありません。試験は英語で
行われるべきです。そうすれば、アジアから優秀な人間
が集まり、日本は活性化することになります。
私の祖父を例に出して話します。私の祖父は基礎的な
英会話力しか持たずにギリシアから米国に来ましたが、
懸命に働き、大きな家を持つようになり、３人の子どもに
恵まれました。祖父は地域のコミュニティで信頼されまし
たし、子どもも優秀でした。この祖父の存在はその子や
孫にとって良い励みになりましたが、日本のこれからを
考えるときの指標にもなると思います。
移民政策を緩和してアジアから優秀な人材が集まって
くると、彼らは日本の美と価値を見いだし、日本に貢献
することになるでしょう。

このスピーチに対しては、人口減少が原因なら、人口減
少を解消することが先ず大事なのではないかという意見、
教育の有無で移民の受入れの可否を決定するのは憲
法違反のおそれがあるという意見、日本人にとってはイ
エスかノーかだけでなくグレーゾーンも大事であり、その
グレーゾーンが平和を保つことにつながっているのだか
ら移民賛成か反対かという二者択一を求めるのは良く
ないのではないかという意見、島国である日本にとって
移民受入れはそんなに簡単な問題ではないという意見
などが出され、活発な意見交換がなされました。
（文責 牧島会員）

卓話予定
５月２８日(月)

新会員卓話
谷口定子会員
栁町大介会員

今週の担当者

会報委員

石川三枝子

石田 幸兒

坂本

阿野

牧島

小又 義幸
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聡
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