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皆さんこんにちは。本日も、ご出席ありがとうございます。
上尾高校インターアクト同好会の鈴木由美子先生、福島さん、小柳
さん、ようこそお出で頂きありがとうございます。韓国の報告、よろ
しくお願いします。米山記念奨学生のチョウドリ・イムルル君ようこ
そ。今週は、4月16日に鴻巣水曜ロータリークラブのふれあい鴻巣ウォ
ーキングに長沼会員と参加しました。井原ガバナー、浅水ガバナーエ
レクト、大國ガバナー補佐も参加されました。私は8キロコース、長沼
会員は13キロコースでした。日頃あまり歩いていないので、完歩する
と足がパンパンでした。
さて、パナマ文書が話題になっています。聖書のマタイによる福音
書第13章12節に「持っている人は更に与えられて豊かになるが、持っ
ていない人は持っているものまで取り上げられる。」すなわち、富め
るものはますます富み、貧しい者はますます貧しくなるということで
す。パナマ文書とは、中米パナマの法律事務所「モサック・フォンセ
カ」から流出した膨大な内部文書のことです。電子メールや契約書な
ど、1977年から2015年12月までの40年近くの情報が含まれています。
ここで問題になっている、タックスヘイブン（Taxhaven）とは租税
回避地のことです。一定の課税が著しく軽減されているか、免除され
る国や地域ことです。オフショア（Oﬀshore）とは、「向こう岸」の
ことで、オンショア（Onshore）「国内」と対比して「海外」を意味
しています。タックスヘイブンの国々はヨーロッパでは、モナコ、ル
クセンブルク、リヒテンシュタイン。マン島などイギリス周辺の島々、
アイルランドです。中米では、ケイマン、ブリティッシュ・ヴァージ
ン・アイランド。バハマ、パナマ、バミューダ諸島。東アジアでは、
香港、シンガポール。太平洋諸島では、バヌアツ、ナウル、ニウエな
どの島々。アラブでは、アラブ首長国連邦です。タックスヘイブンの
国々では、一部を除き観光以外に資源のない貧しい島国で、税収が元
々ほとんどあがりません。したがって、税率が下がっても失うものは
ありません。無税化によって、海外の企業を誘致すれば雇用が発生し、
所得税や相続税を失くせば、海外から資産家が移住してきます。そう
なれば、高級品を中心に消費が刺激されます。資産課税をなくせば、
世界中から莫大な資金が集まり、多くの金融機関が進出してきます。
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◆５月のロータリーレートは１ドル＝１１４円です。
◆米山記念奨学生学友会が主催する日帰り研修旅行
が、5月22日（日）に開催されます。米山梅吉記念館と御
殿場アウトレットに行くそうです。奨学生とカウンセラー
の方等、行かれる方はよろしくお願いいたします。
◆次年度の、規定審議会の結果報告がされるそうです。
6月11日（土）にラフレさいたまで開催されます。出席希
望者は連絡いただければと思います。
◆今日の例会後、野球部のユニフォームのサイズあわ
せを行います。
よろしくお願いいたします。

そうすることにより、貧しい島国や小国にとって、
国民の生活を向上させる合理的な選択となります。
なお、タックスヘイブンの国においても国内所得に
対しては所得税や法人税が課せられます。また、進
出企業からは登録料などのかたちで手数料を徴収し
て国家の税収としています。
ところが、タックスヘイブン周辺の国々では、個
人や法人が税金のかからない場所に移動する為、周
辺諸国でもタックスヘイブン並みの税率にするしか
なくなります。このように、タックスヘイブンの存
在は周辺国の財政や社会規範に悪影響を与えていま
す。国際的なマネーロンダリング規制やアンチ・テ
ロの流れの中で、タックスヘイブンに対する圧力が
高まっています。富裕層が払わない税金の分を、そ
の他の人たちが穴埋めしなければならない。あるい
は福祉の削減と言うかたちで負担を強いられている
こともあります。来月10日には、さらに内容の公開
が行われます。パナマ文書をきっかけとして、租税
回避への批判が高まっています。来月行われるG7
（主要7カ国財務相・中央銀行総裁会議）でも議題
に上がる見通しです。税公正ネットワークのクリス
テンセン氏は「合法と違法の曖昧な領域で、社会格
差の拡大に加担している。パナマ文書はこうした反
モラル的な行動を暴いた。」と語っています。皆さ
んも、この問題を考えて頂けたらと思います。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。
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米山記念奨学生

チョウドリ・イムルル君

３週続けて挨拶させてい
ただくと、話すことが少なく
なります。本日は母国バン
グラデシュのことをシリー
ズで少しずつご紹介したい
と思います。バングラデシュ
は南アジアの小さな国で、インドの隣、面積は日本の２
／３くらいです。国旗が、日本のものと似ていて、緑色の
四角の中に赤い丸があります。本日は以上です。
よろしく
お願いいたします。

例会主題〜韓国派遣研修報告

告

作幹事

◆米山記念奨学生の卒業
生である周 彬 君から手紙
が届きました。皆さんにお
回ししますので読んでいた
だければと思います。

上尾高校 インターアクト同好会 鈴木由美子先生
皆さんこんにちは。本日
はお招きをいただきありが
とうございます。今年も韓国
の研修に行かせていただき
ました。いまインターアクト
同好会は３年生が７名、
２
年生が５名、新入生が２名入りました。
もう少し人数が
増えると活動の幅も広がるかなと思っています。毎週水
曜に定例の会をしていますが、アメリカ人のサムさんが
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来てゲームをしています。秋まではこちらの青少年交換
留学生だったパーカー君がいてにぎやかでした。
本日は韓国に行かせていただいた２人がお礼とご報
告をいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
福島さん
皆さん、こんにちは。まず初めに私がお世話にな
ったホストファミリーを紹介します。ホストファミ
リーはご両親と長男・次男・お姉さん、幼稚園児の
ジュノ君の家族でした。お父さんに初めて会った時
は無口で怖そうかなと思いましたが、話してみたら
とても優しく、日本語を調べてくれていたのが嬉し
かったです。お母さんは明るく、毎朝早くからご飯
の支度をしてくれ、起きたらいちばん初めにおはよ
うと言って元気をくれました。長男はボディービル
ダーで静かで優しく、次男は俳優をしていて、幼稚
園児のジュノ君は韓国のヒーロー物が好きでたくさ
んのおもちゃを持っていて、お姉さんはいつでも私
達のそばにいてくえる心強い存在でした。みんなが、
本当の家族みたいに接してくれたおかげで楽しい５
泊６日をおくることが出来ました。
１日目のお昼過ぎに韓国に着きました。金浦空港
で歓迎会をしていただきホームステイは他校の先輩
と一緒でした。
２日目はお兄さんがソウルに連れていってくれま
した。ソウルではSMTOWNに行きました。日本人
のほかにもたくさんの国の人がいて混んでいました。
モールに行った後、私達は韓服を着て徳寿宮（とく
すぐん）に行って街を歩き、貴重な経験ができて嬉
しかったです。
３日目には交流会があり、私は全体合唱の伴奏を
しました。また歌ったりダンスもして、韓国の生徒
さんたちも一緒に盛り上がってくれて良かったです。
韓国の学生たちは私達にK-POPのダンスや歌、テコ
ンドーを披露してくれました。またプロの方が韓国
民謡の「アリラン」を弾いて歌ってくれました。交
流会では韓国の伝統文化を見て、たくさん学ぶこと
ができました。そして韓国の高校生とお菓子や連絡
先を交換しました。日本のお菓子は大人気でした。
その後、買い物をしてロータリークラブの方々が食
事会を開いてくださいました。私は韓国語で自己紹
介をして、日本のことを話しました。
４日目は訪韓団みんなで遊園地エバーランドに行
き、帰宅してからの夕食では日本と韓国の食べ物の
違いについて話しました。

る予定がありましたが、教室に入った途端、たくさんの
質問を浴び、授業はやめて私達との交流・質問コーナー
になりました。韓国語がわからない私のために英語や携
帯電話の翻訳を使ってコミュニケーションがとれました。
その中で、韓国の学生は男女の仲がいいことに気づきま
した。
またホストファミリーは私に優しく接してくれました。
毎日のプログラムに行く車での送迎や、美味しい食事な
ど、初めて会う外国の人なのに前から知っているように
仲良くしてくれました。
今回の韓国派遣研修を通して普通の旅行ではできな
い貴重な体験をすることができました。
また韓国に行き
たいです。
また日本にいる海外の留学生とも積極的に関
わっていきたいと思います。ありがとうございました。

上尾高校インターアクト同好会 福島さん 小柳さ
ん、ご報告いただきありがとうございました。
関口会長からは「ぜひこれからも韓国のホストフ
ァミリーと連絡をとりあってください」というお
願いが伝えられました。

５日目は午前中に三一商業高校に訪問をしました。
韓国は３月に新学期が始まっていて、この学校はと
ても広く生徒もたくさんいて、インターアクトの生
徒が100人以上いると知りとても驚きました。日本
語の授業を見学し日本語の教科書を見せてもらい、
先生が日本語で挨拶をしてくださいました。生徒さ
んが韓国の歌やK-POPのダンスを踊ってくれたので
同じクラスに訪ねた４人でお礼に日本の歌を歌いま
した。とても喜んでいただきました。
６日目・最終日の朝は、家を出発するときに家族
みんなで見送ってくれました。手紙とお礼を韓国語
で言ったらとても喜んでくれました。
今回の韓国派遣研修は私にとって初めての体験ば
かりでした。これから先もずっと連絡をとりあって
仲良くしていきたいです。このような機会を与えて
支援してくださったロータリークラブの皆様、本当
にありがとうございました。

小柳さん
私は3月25日から30日まで韓国派遣研修へ行ってき
ました。初めての海外、初めてのホームステイと、初めて
だらけで、行く前は不安でしたが今までの学校の課外
授業とまったく違った貴重な体験ができてとても楽しか
ったです。
いちばん楽しかったのは５日目に行った三一商業高
校への訪問です。今までにも日本語を教える韓国の先
生との交流会はありましたが、生徒に会うのは初めてで
した。私達の訪問を、想像以上に明るく喜んで歓迎して
くれました。日本の学生では恥ずかしがって話しかけら
れないだろうけど、韓国の学生はどんどん話しかけてき
てくれて不安になることもありませんでした。授業を受け

韓国国際大会 説明会
古賀

昇

会員

国際大会のご案内をい
たします。国際大会は高陽
市にあるKINTEXという国
際展示場で、金浦空港の
北約１時間に位置します。
5月27日（金）に成田空港
から大韓航空708便で向かいます。9時25分発、11時
50分仁川空港到着予定ですが、午後の便に変更するこ
とも可能です。バスを用意した場合は、片道約５千円か
かる予定です。27日はソウル市内観光を予定しています
が、午後の704便の場合は観光する時間はなくそのまま
ホテルに向かいます。
ソウルではラマダの東大門という
４つ星クラスのホテルに宿泊する予定です。
２日目（28日）は自由行動で、板門店見学や他のオプ
ショナルツアーを考えさせていただいています。
この日
はガバナーナイトも行われます。
３日目（29日）は国際大会の開会式に向かわせてい
ただき、その後はフリーにさせていただこうと思います（
※第3750地区との交流会も予定＝大木国際交流委員
会委員長）。
４日目（30日）は国際大会の会議に行かれ
る方には行っていただいて、会議に行かない方には近
場でオプショナルツアーを考えさせていただこうと思っ
ています。韓国国際大会には私も添乗させていただきま
す。
どうぞよろしくお願いいたします。

古賀会員、説明 ありがとうございました。

スマイル
岡野晴光会員 神田さん、藍綬褒章 受賞おめでとう。

大木保司会員 明日より韓国3750地区大会とガバナーナイトの下見に行って来ます。

深澤圭司会員 上尾高校インターアクト同好会の皆様ようこそ。結婚記念祝ありがとうございます。

齋藤哲雄会員 上尾高校インターアクト同好会の皆様ようこそ！結婚祝いありがとうございました。
関口会長／久保田副会長／藤村幹事／樋口副幹事／大塚信郎会員／小林会員／井上会員／
尾花会員／大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／野瀬会員／宇多村会員／古賀会員／
長沼会員／斎藤修弘会員／春日会員／芳賀会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
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例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
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