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1. 面積 ３０,５２８平方キロメートル（日本の約１２分の１）
標高は最高点が約７００ｍ（六甲より低い）
トンネルが無い
スパサーキットのあたりは坂がある

2. 人口 １,０５８万人（２００７年）
人口密度は日本とほぼ同じ

3. 首都 ブリュッセル
他にアントワープ フランダースの犬はベル
ギー人は知らない
作者がイギリス人であり，また「自分たちベル
ギー人はこの物語のように（子どもを一人で死
なせるほど）非道ではない」との批判的な意見があるためと推測される
１９８６年にホーボーケンにネロとパトラッシュの銅像が建てられた。また，２００３
年にはアントウェルペン・ノートルダム大聖堂前の広場に記念碑が設置された。ただ
し，この設置の背景には，日本人観光客からの問い合わせが多かったからという事実も
ある。
高速道路が整備されている。ただ速度は速い。

4. 言語 オランダ語，フランス語，ドイツ語
フラマン（ゲルマン民族）ワロン（ラテン民族）

5. 宗教 キリスト教（カトリック）が大勢
町々に立派な教会がある

6. 略史 １８１４年〜ウィーン会議によりオランダの支配下
ナポレオン戦争の後
１８３０年 独立宣言（フランスの７月革命の影響）
１８３９年 オランダによるベルギー独立承認
ドイツから国王を迎える
ベネルクス３国
第二次世界大戦の対独戦により占領を受ける

7. 外交基本方針 NATO重視，EU重視，欧州統合推進
ブラッセルに本部が置かれている
フランスからのNATO軍撤退後は，1967年に事務局をブリュッセルに，最高司令部をモンス近郊に迎
え，西ヨーロッパ防衛の中心的役割を担っている。総兵力は3万9420，うち陸軍2万6400，海軍2560，
空軍8800。1994年から徴兵制は廃止された。

旧植民地への経済協力の推進（特にコンゴ民主共和国，ルワンダ，ブルンジへの援助重
視）
黒人たちがいるから治安が悪いと言っていた

8. 経済概況
ベルギーは貿易依存度が高く，世界貿易の動向に大きな影響を受けやすい。経済成長率
は，２００５年に対ドル・ユーロ高，ユーロ圏経済の伸び悩み等により１.７％と低
迷，２００６年，２００７年には堅調な国内需要を背景に２.８％まで回復。物価上昇
率は低い水準で安定しているものの（１.８％（２００７年）），失業率は高水準で推
移（７.５％（２００７年）） ２００９年日本は４.９パーセント
貿易は加工貿易型で，世界でもっとも貿易依存度の高い国の一つである。1990年より景気が後退した
が，94年以降は回復し，2001年の輸出は1845億6500万ドル，輸入は1724億0100万ドルとなっている
（ルクセンブルクを含む）。主要輸出品は自動車，機械，ダイヤモンド，化学品，食品，鉄鋼，セメン
トおよびガラス，石油・同製品。

日本との関係
親日家が多い 皇室とは親密な関係 パスポート

3月17日（火）

東播第二グループガバナー補佐

藤本定男

皆さん今日わ！
本日は，先頃行われました当地区の I.M.とポートピアホ
テルでの本年度の地区大会に多数のご参加，ご登録を頂き
ました事に，まず御礼を申し上げたく参りました。クラブ
の皆さま

有難うございました。

ところで，私のガバナー補佐としての任務もほゞ終わり
に近づきました。
来年度ガバナーは，中村尚義様（洲本R.C.所属）。職業は不動産業（今の私と同
じ）です。ウィットと話題に富んだ楽しい方です。そして当地区東播第２グループの
ガバナー補佐は高砂R.C.の永野 力（つとむ）様です。
本日終わりに当たり私は鹿間会長はじめ親切にご指導・ご支援いただいた皆様に御
礼を申し上げます。

有難うございました !!
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日本と韓国との間で行われた昨日のＷＢＣの決
勝戦。息詰まる攻防の末，日本代表 侍ジャパン
が良きライバル韓国を５対３で破り，見事に大会
２連覇を達成致しました。「対戦成績２対２」と
互角で迎えた決勝戦は，延長にもつれこむ大接戦
となり，両チーム共に総力を出し尽くした素晴ら
しい試合でした。今大会での日本代表チームは，
ライバル韓国に苦戦したものの，最後に胸のつか
えを晴らしてくれました。
世界１６の国と地域が参加して，２０日間にわたって繰り広げられた素晴らしい熱
闘に日本列島が燃えました。
日本と韓国が５度も対戦する結果となった大会ルールに戸惑いを感じながらも，こ
の好カードを５度堪能できたことには，満足しています。
ところで，サブプライムローンの破綻に始まったアメリカの金融不安は，瞬く間に
世界中に広がり，ほとんどの人が想像もしなかったような状況へと拡大しつつあるよ
うです。
わが国においても，昨年末から今年にかけて，労働者の解雇や生産調整等が相次
ぎ，じんわりと社会不安が膨らんできているように思われます。先週職場例会で，Ｊ
−ＰＯＷＥＲの高砂火力発電所を訪問させて頂きましたが，そこで電力需要の落ち込
みを今更ながら実感致しました。
不況により職を失う人の増加は，当然のことながら消費市場に悪影響を及ぼし，デ
フレスパイラルは様々な混乱の連鎖を産み出しかねません。
世知辛い世相ではありますが，今回の侍ジャパンの活躍が，重苦しい世相を吹き飛
ばしてくれたように感じられます。プラス思考でもってこの難局を切り開いて行きた
いものと思います。

プログラム予定

４月１日（水）

卓 話
菱田克己 会員

４月８日（水）

４月１７日（金）

４月２２日（水）

観桜例会
高砂R.C.との
健康診断例会
PM１２
：
３０〜
合同献血例会
PM１２
：
３０〜
於：サンモール高砂
於：ふれあいの郷
於：高砂市総合運動公園
南駐車場
生石研修センター
テニスコート付近
【職業奉仕委員会担当】
【親睦委員会担当】 【社会奉仕委員会担当】

第３１回

通算１３９５回

1. 献血ポスターが各会員宛に配布されて
おりますので，ご活用下さい。
2. 回覧その他
① 国際ロータリー2680地区ガバナー 宮本
一様より地区大会出席のお礼状が届いて
おります。
② 国際ロータリー2680地区ガバナーより，
R.I.国際大会日本人親善朝食会のご案内

⑤ 国際ロータリー2680地区ローターアク
トより指導者育成セミナー「アクトス

とお願いが届いております。

ピーチ大会」のご案内が届いておりま

③ ロータリーレートが４月より１ドル９８

す。

円となります。
④ 国際ロータリー2680地区より2008〜2009
年度職業奉仕セミナーの冊子が各ロータ

⑥ ＰＨＤよりレターが届いております。
⑦ ステップハウスより会報が届いており
ます。

リアン宛に届いております。

クラブ名
明石ロータリークラブ
〃

変更内容
春季親睦例会のため

日
4/1（水）

休会（定款第6条第1節ｃによる） 4/8（水）

加古川中央ロータリークラブ

移動例会観桜家族例会のため 4/9（木）

明石西ロータリークラブ

職場例会のため

〃
明石南ロータリークラブ
〃
高砂ロータリークラブ
〃

時・場

4/9（木）⇒4/11（土）

休会（定款第6条第1節ｃによる） 4/30（木）
春の親睦家族旅行のため

4/24（木）⇒4/26（日）

休会（定款第6条第1節ｃによる） 4/30（木）
献血例会のため移動例会

4/17（金）

休会（定款第6条第1節ｃによる） 5/1（金）

所

The Rotary Club of Takasago Seisho, Japan

へ大勢お越し下さってもり上げて頂き有難う

東播第二グループガバナー補佐
藤本 定男
２月の I.M.そして地区大会へ参加，登録の皆

西田

光衛・京谷

愼平・中谷

利幸

30年の皆出席の記念品を頂いて。

大橋

様，有難うございました。

鹿間

ございました。

卓司

佐野会員，本日の卓話，楽しみにしております。

行雄

藤本ガバナー補佐，ようこそいらっしゃいま

廣瀬

明正

した。残り少なくなりましたが，今後共よろ

本日はわが白兎愛育園の卒園式でした。なが

しくお願い致します。

い間在園した子供は７年間です。別れはさび

岡本

しい気持になりました。

崇司

佐野会員，本日の卓話，よろしくお願いします。

佐野

國夫・菱田

克己・田水

敬雄

花を飾りましょう。

栄作

本日卓話をさせていただきます。よろしく御

内海

薫

やりました「侍ジャパン」Ｖ２です。久々の

願いします。

鹿間

柿木

感動と感激でした。早退します。

美

先週はお祝いを頂戴しありがとうございまし
た。又，先日はニクテン歓送会には不便な所

森脇

祥文

早退いたします。

30年連続皆出席表彰
鹿間

美

西田

光衛

中谷

利幸

京谷

愼平

20年連続皆出席表彰
鹿間

行雄

例会記録 2009. 3. 25（水）通算1473回
ソ ン グ

「奉仕の理想」「歓迎歌」

四つのテスト

副幹事 竹原 俊三

本日のゲスト

国際ロータリー第2680地区東播第２グループ
ガバナー補佐 藤本定男様

出席報告

3 月11 日 会員数 52 名 欠席者 11 名 出席率 7 5 . 5 6 ％＜修正による＞
（この内出席免除者10名）
3 月25 日 会員数 52 名 欠席者 15 名 出席率 65.91％
（この内出席免除者10名）

