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 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

■■■ 例会プログラム ■■■  

例 会 日 卓 話 者 演 題 

9 月 28 日 
山陰合同銀行 

バンコク駐在員事務所 

所長 山田 裕介 様 

タイのあれこれ 

10 月 5 日 会員  高砂明弘 ６９歳 北海道ツーリング！ 

10 月12 日  休 会  

10 月19 日 
久多美コミュ二ティセンター 

センター長 福田 様 
 

■■■ 出席報告 ■■■  

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前々回補正出席率

42 32 10 (3)   82.05% 
9/7  81.58 % 

9/14 89.47 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

原孝／原泰／石原輝／石原俊／杉原／山口／園山 

（山根／牧野／遠藤）  

■■■ 来訪者 ■■■    

 9/21 中田・溝本・堀江 （松江しんじ湖） 

■■■ メークアップ ■■■  
 な し 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（10 月 19 日） 土江光二／大谷厚郎／園山 繁 

（10 月 26 日） 板垣文江／杉原朋之／高砂明弘 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■   

月 出雲中央 10/23(－) 松江南     

火 
出雲 10/10(－)   10/24  11/21(－) 

12/12  12/26(－)  H30.1/2(－) 
松江しんじ湖   

水 大社 10/4  10/11(－)  10/25 松江    

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東   

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

9 月は、ロータリーの「基本的教育と識字率向上月間」です。 

日本では、識字率は高い水準にあると思われますが、文章の読解力低下

が指摘されています。教科書に書かれている内容が理解できない、テストの

問題文が理解できない・問題文を読もうとしない子どもたちが増えており、将

来、たとえば運転免許を取得するにも、支障が生ずるのではないかといった

ことも懸念されているようです。読書の機会が減って長い文章を読むことが劇

的に少なくなったことが原因ではないかという指摘があります。また対策として、

新聞を読むことのメリットが新聞に掲載されていました。 

一方、基本的教育ということでは、以前から、「子供たちの理科離れ」が

気になっていました。理科と聞くと、皆さんの中にも顔をしかめられる方がある

かもしれませんが、理科は決して難しいものばかりではなく、身の回りでおこ

る自然科学のことです。そして自然科学を理解しやすく説明する手段のひと

つが数学です。身近な自然科学には、放物線・遺伝・天気・月の満ち欠け・

季節の移り変わりなどがあります。 

自然科学を基礎として発達した科学技術の全てが素晴らしいというつもり

はありませんが、自動車、電気、そして携帯電話やスマートホンといった昨今

の通信機器など、現代では科学技術の恩恵が大きいことも事実です。犯罪

捜査にも防犯カメラやＤＮＡ検査などの科学技術が導入されています。 

次週、順次発表されるノーベル賞6部門の内、生理学・医学賞、物理学賞、

化学賞が自然科学の部門です。 

教育環境の整備は非常に重要な問題ですし、子供たちにはぜひ自然科

学に興味を持ってもらいたいものです。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

  出雲RC 10/24(火) 職場訪問例会（島根県立大学出雲キャンパス訪問） 

        12/12(火) 忘年家族会  

     ビジター受付  11：30～12：30  ホテル 武志山荘 

  大社RC 10/ 4(水)  観月例会 18：30～  会場：ゆたか亭 

        10/25(水)  職場訪問例会 12：30～  

会場：㈱ワールド測量設計  

     ビジター受付  11：30～12：30  事務局 

２．休  会  

  出雲RC  10/10(火)・11/21(火)・12/26(火)・H30 1/2(火) 定款による 

     ビジター受付  な し 

  大社RC  10/11（水）  定款による 

     ビジター受付  な し 

３．会費の引落   10/6  54,000 円 （10・11・12 月分） 

４．ロータリーレートの変更  10/1 より  １ドル １１２円(現行１０９円) 

５．庄司直前ガバナー事務所 9 月29 日を以って閉鎖。 

■■■ 委員会報告 ■■■   

プログラム委員会 ： 10・11 月の例会プログラム予定表配布 

■■■ スマイル ■■■   

佐々木 （山陰合同銀行 山田様、平田 RC へようこそ。本日のスピーチよ

ろしくお願いします。 ダシャ様、素晴らしい研究が進んでおられるよ

うでおめでとうございます。） 

曽田 （山田所長様お久しぶりです。以前バンコク事務所にお邪魔した時に

は大変お世話になりました。本日のスピーチ宜しくお願い致します。） 

大谷厚 （ごうぎんバンコク駐在員事務所山田所長、ようこそお越し下さいま

した。来週、商工会議所工業部会でバンコクを訪問します。山田所

長様には色々とお世話になります。どうぞよろしくお願い致します。） 

三好 （山田所長様、ようこそ起こし下さいました。スピーチよろしくお願い致

します。） 

恒松 （ダシャ先生医真菌総会『優秀演題償』受賞おめでとうございます。） 

お 礼 

飯塚俊 （先般の葬儀には当クラブより香典、お供えを頂き、又会員の皆様

にもご香典又、ご会葬を頂きありがとうございました。）9/14 

米山奨学生ダシャさん近況報告 

 

 

 

 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

「タイのあれこれ」 

山陰合同銀行 バンコク駐在員事務所 

              所 長  山 田 裕 介 様 

 皆さんこんにちは。山陰合同銀行バンコク駐在員事務所の所長をしてお

ります山田と申します。本日はこのような貴重な機会をいただきましたことを

深く感謝申し上げます。簡単に自己紹介させていただきますと平成１０年に

山陰合同銀行に入行し、浜田、倉吉、広島、出雲、尼崎と営業店に勤務

しておりました。バンコク在住は２年になります。平田とのご縁で言えば、実

父が平田ロータリークラブに平成５年～平成７年まで在籍させていただいて

おりまして。前夜帰国し父に話しましたところ「くれぐれも皆様に宜しく」と申し

ておりました。父に代わり、当時のご厚誼に深く感謝申し上げます。 

 さて、本日は「タイのあれこれ」と題しまして４つのテーマでおはなしさせてい

ただきます。 

 まず「タイについて」です。タイの人口は約６,７００万人。そのうち在留届を

出している日本人は約６万５千人、届を提出していない方を含めれば約１０

万人と言われております。気候は暑季､雨季、乾季に分かれており、基本的

に１年中半袖短パンで過ごすことが出来ます。対人の特色としてはプライド

が高く、人前で怒られることをひどく嫌がります。また、女性は勤勉で男性は

怠け者が多く貯金をあまりせず、どちらかといえば「宵越しのお金は持たない」

気質といえるでしょう。 

 次に「駐在員生活」についてお話します。バンコクにも島根・鳥取合同の県

人会があり、９０名強の会員がいらっしゃいます。現在、第５土曜日に例会

を開催し、昼ごゴルフ、夜は懇親会と楽しい時間を過ごさせていただいており

ます。また、私は家族と帯同して赴任しておりますが、日本人学校は２,５００

名、各学年１２～１３クラスの大所帯となっており、通学にも毎日スクールバ

ス１２０台前後を駆使して通学する日々です。また、物価は高いですが日

本人向けスーパーも充実しており日本と変わらない生活も出来ています。物

価感について少しお話します「パーツ建ての金額を１０倍にして通過を円に

転換したものに対する物価感」とほぼ一致します。例えばタイの一般企業の

平均初任給は約２０,０００バーツですが、日本の平均初任給２００,０００円

と近似値といえます。よって、日本のモノを売る際にはターゲットをそれぞれに

あった値頃感と情報発信が必要と感じております。 

 続いて日系企業の進出状況についてお話します。少し古いデーターですが

２０１４年１１月現在、４,５６７社がタイに進出しています。魅力は何と言って

も整備されたインフラ、充実したサプライチェーンを背景にした容易な部材や

サービスの調達環境にあるのではないでしょうか。一方リスクも顕在化してお

り、競争の激化や人件費の上昇、少子高齢化による社会構造変化も日系

進出企業には避けて通ることが出来ない大きな課題の一つです。製造業の

進出は一服感がありますが、製造拠点からの圏域をマーケットと捉え、コンサ

ル、飲食、メンテナンス業務といったサービス業の増加が顕著です。日本食レ

ストランは約３,０００店舗あり競争も激化、質や価格共に求められる中、年

間全体１割にあたる３００社が入れ替わっている状況です。 

 

 

 

 

 後にインバウンドについて簡単にお話します。タイ人は日本が大好きで

す。一例で言えばユニクロは非常に人気があるブランドの一つです．多くのタ

イ人が憧れて日本に渡航していますが、メニューの可視化等ハード面を整え、

サービス等のソフト面は自然体で受け入れることが基本です。つまり飾らない

日本を楽しむ方が増えてきているの

かなと感じております。 

 以上、本当にさわりの「タイあれこ

れ」についてお話させていただきまし

たが「百聞は一見にしかず」です。

弊行の海外拠点はタイバンコクをは

じめ大連、上海の３つの拠点がござ

います。お出かけの際は国内支店

同様、海外拠点も是非とも活用く

ださい。 

 

 


