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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年 4 月のロータリーレートは １ドル＝ 82 円

金沢百万石

ガバナーからの手紙 「ケインズ物語」 炭谷 亮一
ケインズ経済学とは何か。よく知られていないようである。ケインズの畢生の大作『一般理論』。難しいの、

難しくないのって本当に難しい。一世の碩学、高田保馬博士は終生わたくしにはケインズがわかりません、と言

い通していた。 ケインズの主著『一般理論』は、かくまでも難解であった。何を言っているのかさっぱりわか

らない。新手の黙示録みたいだ。そりゃそうだろう。高田保馬博士ですら読破できなかったというのだから、普

通の人に読んでわかれと言っても無理もいいところ。解釈が必要となってくる。

ヒックス、サムエルソン、クライン……などをはじめ、ノーベル賞クラスを含む何百人の経済学者が何十年もか

けて、ケインズ理論の解読に取り組んだ。彼らの解読の結果が世に、「ケインズ理論」と呼ばれるものである。こ

れは解釈であるから、ケインズの真意かどうかは判断できない。

ケインズ経済学とは、発生論的にはケインズ自身の学説という意味である。ケインズは天才であった。しかもそ

の代わりに頭が悪かった。ケインズは大学卒業後、公務員試験を受けたが、結果は不合格であった。経済学の点

数が悪かったからである。ケインズは傲然と嘯いて言った。「試験官は、私ほどよく経済学を知らなかったのだろ

う」と。トップ・レベルの秀才ではなかったことは確かなのだろう。

イギリス本国では官職に就けず、インドへ赴任した。しかし、彼は経済の天才であった。経済の本質を的確に見

抜き、物を言えば必ず肯綮に当たる（的を射ている）。

ケインズの初舞台は、ベルサイユ会議であった。第一次世界大戦の講和会議たるベルサイユ会議において、英仏

をはじめとする連合国側は、敗戦国ドイツに天文学的金額と言われるほどの莫大な賠償金を課そうとした。ケイ

ンズはこれに猛反対して言った。ドイツがこんなベラボーな賠償金、払えるわけがないではないか。無理に払わ

せようとすれば、ヨーロッパ経済に大混乱が起こるだろう。ドイツには、ナポレオン以上の独裁者が現れるかも

しれない。ケインズはこの考え方に立って、国際経済学の権威オリーンと激しく応酬した。学説史上名高いケイ

ンズ・オリーン論争である。これを移転問題といい、今もって賠償や援助などを考えるときの基礎枠組みになっ

ている。

若きケインズ、何たる慧眼。

日本経済は、生きるにも繁栄するにも、自由貿易に依存している。日本の今日あるは、自由貿易の賜物である。

しかし、自由貿易ほど言うは易く、行うに難しいことはない。

私が知る限り、自由貿易が行われたのは、人類史上でわずかに四度しかない。一度目は、経済学の教科書の中。

残り三度は……まずオランダ人が短期間、続いてイギリス人が産業革命の初期に、そして第二次大戦の戦後にお

いてである。

自由貿易とは、これほどまでに希有な出来事なのである。“盲亀の浮木”なのである。現在に至っても、WTO に

おける交渉はうまくいかず、国同士で FTA・EPA・TPP 交渉が行われている。
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点 鐘
国 歌 『君が代』
ソング『我らの生生なななな( )』
四つのテスト
西村邦雄会長挨拶：今日は、吉田会

員の紹介でキャップストーンのオー

ナーの荒井クニコ様に卓話をしてい

ただきます。「ニューハーフ クニコ

の言いたい放題」というテーマです。いつもは聴けな

いお話になると思います。ご友人の大森春美様もおいでになりました。

ゲストのご紹介 （卓話者）荒井クニコ 様（キャップストーン オーナー） ご友人 大森春美様

ビジター なし

誕生月お祝い 4/16 木村幸 生会員 4/27 後出博敏会員 4/28 木場紀子会員

食 事

幹事・委員会報告
炭谷亮一ガバナー：2220 地区仙台から、頑張っています。そのポスター

と小学生の作文がきました。見て下さい。

カナダのＧＳＥのメンバーが今来ておりまして、私は何回か出席しまし

た。先週はカラオケ大会において、私は 2 回も歌いました。

魏賢任幹事：

会員の勧誘を！ 2011.7 は 38 名でしたが 3 月末で 36 名になってしまいま

した。是非 40 名にはしたい思います。皆さん お一人一名勧誘でも良い

からお願いします。とにかく声を掛けて下さい。

ニコニコＢＯＸ
¥11,000- 本年度 \545,500- 残高 ¥3,956,1
90-
西村会長 荒井クニコ様、ようこそ。卓話楽しみにし

ています。 魏幹事 皆さん今晩は。この間からの「春

の台風」に被害は無かったでしょうか？弊店の菜香楼新

館の屋根瓦が吹き飛ばされ大変でした。荒井クニコ先生

のお話楽しみにしています。 杵屋会員 クニコ様、今

日の卓話たのしみにしています。とっても興味がありま

す。 炭谷ガバナー 先週の木曜日に東京の米山の会合

で大いに吠えて改革を訴えてきました。 藤間会員 荒井様、大森様ようこそ。卓話楽しみにいたして

おります。 吉田会員 荒井クニコさま、お忙しい中、よくお出かけ頂きました。めったに聞けないお話楽しみです。

講話の時間 「ﾆｭｰﾊｰﾌ クニコの言いたい放題」 荒井クニコ様

講師紹介 吉田昭生会員：今晩は 三年ほど前

にそのお店にまいりまして、初めてお会いし、ニ

ュウハーフと言う言葉をしりました。荒井クニ子

さんはその職業に誇りを持っておられ、一生懸命

の姿にその気構えを感じました。きっといい話が

聞けるのでは思いまして本日お願いした訳です。

お生まれは長崎で東京の赤坂でも勤められ、タモ

リの番組にも出たことがありました。20 年前に金沢に来られ、店

をだし、15 年たちます。アクタスにも人生相談を担当なさってい

ます。本日は例会後にはお店の特別企画ですので来て下さいとの

事でした。（Cap・Stone 片町 1 番館地下）

クラブ例会予定 2011-2012 年度

3/22 坪倉かなう様(バイオリン奏者)

3/29 北山会長エレクト 「ＰＥＴＳの報告」

4/5 荒井クニコ様（ニューハーフ）

「ﾆｭｰﾊｰﾌ クニコの言いたい放題」

4/12 石動博一様（(株)イスルギ 代表取締役専務）

「白鷺城天守閣の再興事業に携わって」

4/19 休会

4/26 釣谷雅楽仁様 （生田流箏曲家）

5/3 休会（法定休日）

5/10 松田清幸尼（長幸寺住職）

5/17 金澤刑務所 所長

5/24 高木眞理子様（子ども夢フォーラム代表）

5/31 辰巳クミ会員（共和化学興業(株)代表取締役）

6/21 バンドネオン 演奏

6/23（土）今年度会長幹事慰労会

6/28 23 の振り替えで 休会

647 回

ホテル日航5F

2012 4.5 木）19:00
出席率 20/36 55.56%

1 月の修正出席率 66.45%



- 3 -

講話：
厳かなロータリークラブの例会にてお話することには大変緊張しております。昨日は 4
月 4 日でしたね、何の日かご存知ですか? 3 月 3 日はひな祭りで 5 月 5 日は端午の節

句ですね。男子と女子間で 4 月 4 日です。ニュウハーフの日です。ナルホド

金沢に来ましてはや 20 年、金沢の言葉にもなれてきました。その一つ「オイネ」はな

かなか意味深長

です。オイネの 3
段活用とでも言

いましょうか？

弱が近所の奥さ

ん同士の会話で

「息子さん～良

い大学に入られ

たとか」「オイネ」とやさしく、中等度は｛チ

ョットチョット の旦那さん浮気したとい

ね！」「オイネ」少し力をこめて、更に「～

の息子さんと～の娘さんが」----「オイネ！」

と力強い。

お店のお客様を見ていますと 金沢は可成り

かかあ天下の所ですね！旦那さんが奥さんの

良いなりのところが可成り多い様です。また

有名人や、様々の職業の方がこられます。変わった所では１万メートルの高い空を飛ぶ飛行機のパイロットが高

所恐怖症であったり、心臓手術で神の手と言われる教授が「まさか助かるとは」と漏らしたり、トロンボン奏者

が楽屋でビールを飲んでいてオーケストラの出番に遅れた話やいろいろありました。

野田山野自衛隊の所の桜は有名ですが、早く咲かしたり遅らせたりできるそうです。根元に水をまいたり、ス

トーブを焚いたりします。それで桜はだまされるそうですが、つづけるとだめになるようです。桜も賢いと言う

お話です。

金沢駅の地下の広場の又下に「広場」があるとか、将来地下鉄を通すためか？もあります。いろいろ情報が入り

楽しい仕事でもあります。

ニューハーフには辛い時期もありました。これにはマスコミの力は大きいと思います。これまで当惑し、苦悶

し、受け入れ、行動、そして安定でした。

点 鐘
3．4月 金沢８ＲＣ例会変更

金 沢ＲＣ 4/11（水）18:00～「金沢ニューグランドホテル」観桜会 金沢東ＲＣ 4/9（月）18:30～

「金沢スカイホテル」春の特別例会 金沢西ＲＣ 3/30（金）休会 4/6（金）18:30～「和田屋」観桜例会

4/27（金）休 会（定款第６条第１節ｃ項により） 金沢南ＲＣ 4/10（火）18:30～「観桜会」つば甚

金沢北ＲＣ 4/5（木）18:30～「お花見夜間例会」金城楼 香林坊ＲＣ 4/2（月）金沢エクセルホテル東

急２Ｆてまり メイクアップ可 4/16（月）18:30～「観桜会」場所未定 みなとＲＣ 4/17（火）時間未定

「観桜夜間例会」ゆわく温泉かなや 百万石ＲＣ 4/19（木）休 会（款第６条第１節ｃ項により）

RI2610 地区硬式テニス大会
日 時：４月１５日（日）午後１：００～４：００

場 所：スポーツクラブ V １０ 室内コート（泉野）

金沢市泉野町４－８－８ TEL：０７６－２４４－３４３４

※ 室内コートですので内履き可能なテニスシューズをご用意ください。

参加費：１，０００円（当日集めます

今年も『2012 となみチューリップフェア』が 4/25(水)から 5/6(日)まで開催されます。
当クラブでは、ご案内(添付)の通り期間中にチューリップ例会(4/27)及び

『友愛の広場in砺波』(4/25～27)を開催しております。

是非、お越しくださいますよう会員一同お待ちしております。

尚、4/27(金)の例会にお越しの際は、お食事の準備の都合もございますので

別紙名簿を記入の上、4/20(金)までご連絡下さいますよう宜しくお願いいたします。

砺波ロータリークラブ幹事 宮越敏信
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◆２０１２-１３年度 地区テーマ Think，Change and Love Rotary
ガバナーエレクト中尾 哲雄 ホストクラブ 富山西 RC 会長 岩城 勝英 実行委員長 岩崎 和夫

地区協議会開催のご案内とご登録のお願い
次年度 会長・幹事・会計・理事・役員・各委員長・新会員（入

会 3 年未満）の方々には、出席義務としてご登録頂きますよう

お願いいたします。尚、ご都合の悪い方は、代理出席者をたて

ていただきますよう御願いします。 金沢百万石ロータリー

クラブ 会 長 西村 邦雄 会長エレクト 北山 吉明

.開催日・場所 平成２４年５月２０日（日）富山国際会議場

富山県富山市大手町１番２号 ℡０７６（４２４）５９３１

出席対象者：ガバナー、ガバナーエレクト、現・次期地区

幹事、現・次期地区財務委員長、次期監査委員長、次期クラブ

会長 オブザーバー：ガバナーノミニー、次期地区財務委員

【全体会議】

出席義務者：次年度会長・幹事・会計・理事・役員・各委員長

・新会員（入会 3 年未満）

※上記にかかわらず、出席をご希望の方には自由にご参加くだ

さい。

※ネームプレートは各自ご持参いただきますようお願いいたし

ます。

.登 録 料 １名 4,000 円（特別出席者の方々も合わせてご

登録をお願いいたします）※当クラブは、クラブが負担します。

登録締切日 2012 年 4 月 24 日（火）→クラブ〆切 4 月 20 日（金）

出席者
特別出席者 炭谷亮一 岩倉舟伊智 後出博敏

次期会長 北山吉明 次期幹事 川 きみよ 次期会計

西村邦雄 次期クラブ奉仕委員長 村田祐一

次期会員増強委員長 二木秀樹 次期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 若狭

豊 次期親睦活動委員長 金 沂秀

次期ニコニコBOX委員長 井口千夏 次期広報委員長 吉田昭生、谷伊津子

次期クラブ会報委員長石丸幹夫 次期職業奉仕委員長 土田初子 次期社会奉仕委員長 武藤清秀

次期国際奉仕委員長宮永満祐美 次期ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 藤間勘菊 3 年未満会員 辰己クミ

５～６月金沢市内８ RC 例会変更予定
金 沢ＲＣ 5/23（水）18:00 ～「チャリティ・オークション」金沢ニューグランドホテル 6/13（水） 休 会

金沢東ＲＣ 6/18（月） 休 会

金沢西ＲＣ 6/29（金） 最終夜間例会 18:00 ～ 金沢都ホテル

金沢南ＲＣ 5/8（火） 休 会 6/19（火） 最終夜間例会 18:30 ～ ホテル日航金沢 6/26（火） 休 会

金沢北ＲＣ 6/14（木） 休 会 6/28（木） 最終夜間例会 18:30 ～ 松魚亭

香林坊ＲＣ 5/7（月） 休 会 6/18（月） ヤレヤレ会 18:30 ～ 未定

みなとＲＣ 5/1（火） 休 会

百万石ＲＣ 6/28（木） → 6/23（土）最終例会 19:00 ～ 湯涌温泉に変更

地区大会.プログラム概要

【次期クラブ会長会議】 ２階多目的会議

室

＊今回は会長・幹事・会計部会は別途開催

せず、全体会議前に次期クラブ会長会議を

開催し、次年度予算のご承認をお願いする

こととさせて頂きたく存じます。

11:00 次期クラブ会長会議 受付開始

11:20 次期クラブ会長会議（次年度予算の

承認 他）

12:20 終了

【全体会議】 メインホール

12:30 登録受付

13:00 開会点鐘

13:10 ガバナー挨拶 他

13:30 ガバナーエレクト所信表明 他

14:15 地区協議会・分科会の主旨表明

14:30 休憩

14:45 分科会

16:00 休憩

16:15 ガバナー所感 他

17:00 閉会点鐘

以上

次期会長は「クラブ会長要覧」を、次期幹

事は「クラブ幹事要覧」をご持参下さい。

八ヶ岳と桃花 村田祐一会員撮影 2012.4.8


