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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年 12 月のロータリーレートは １ドル＝ 80 円

金沢百万石

パストガバナーからの手紙 炭谷 亮一

｢ケインズ理論による不況からの脱出法｣

日銀は１０月 30 日に景気悪化を防ぐため、2 ヶ月連続の金融緩和を行うことを発表した。デフレ脱却、景気回

復の為の又目標である１％インフレ達成の為の懸命な措置と言える。

さて、｢景気がよい｣とは｢ＧＤＰが大きい｣ということである。｢景気が悪い｣とは、｢ＧＤＰが小さい｣ということ

である。

景気の善し悪しのための格好のバロメーターとして、ＧＤＰがあった。

ＧＤＰを大きくすると失業が減る。

では、いかにして、ＧＤＰを大きくすべきか。

有効需要を増やすことである。

有効需要を増やすためには、いかにすべきか。

消費、投資を増やす。

これ、有効需要の原理である。

ケインズは、失業をなくする研究をしているときに｢有効需要｣｢有効需要の原理｣を発見した。

ケインズ以前の経済学は、有効需要、有効需要の原理を知らなかった。したがって、｢経済活動のレヴェルがど

う決まるのか｣これも知らなかった。ゆえに、失業救済の方法をもたず、膨大な失業者の大群を前にして、なす術

がなかった。

今の日本は空前の不況にあると、人々は七転八倒している。

不況から脱するためにはいかにすべきか。

有効需要を増やす。

そのためには。

消費、投資のいずれか。あるいは、それらの両方を増やす。

以上の方法につきるのである。

消費はＧＤＰの決定にあたって、半分の重要度を持つ。｢個
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人消費｣については後述することにする。より緊急度の高い投資について考えてみよう。

投資には設備投資と在庫投資とがある。

例えば私が、自動車製造会社を作って社長になったとしよう。

自動車を生産するために、機械を設置し、工場用の家屋を建てる。これが、設備投資の例である。

生産した自動車は、まず倉庫に入れておいて、販売店からの注文を待つ。この、｢倉庫の中の製品｣が、在庫投

資の例である。

在庫(投資)の形態には、流通在庫、製品在庫、仕掛品在庫、原材料在庫などがある。

大規模な設備投資がなされると、ＧＤＰは、ぐーっと押し上げられる。

池田内閣から始まった日本経済の高度成長は、この呼吸で推進された。

重化学工業を中心に、どさっと設備投資がなされた。

乗数効果によって、ＧＤＰが、ぐぐ、ぐーっと上昇する。これに加速度原理投資が必要になって、ＧＤＰはま

だまだ、押し上げられる。

設備投資が呼び水となって、さらに設備投資が湧いてくる。

このプロセスが原動力となって、高度経済成長が邁進していった。

ＧＤＰは、みるみる巨大化し、日本は経済大国へのし上がっていった。設備投資こそ、経済の要である。経済

繁栄の鍵である。刮目するべきことである。

最後に個人消費の促進には日本にある｢金融資産｣ 1400 兆円の活用が必要である。例えば年に 0.5%を税金として

徴収するような方策をとれば、1400 兆円のかなりの部分は消費に向かうはずである。｢ケインズ理論｣による不況

からの脱出法、言うは易しかな？

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

点 鐘
ロータリーソング『手に手つないで』
四つのテスト
ゲスト紹介： （卓話者）元 企業再生支援機構

小間井 俊輔 様 北山 杏子 様

ビジターのご紹介：(別紙参照)

会長：前回の例会で発表すべきでしたが、R 財団協

力優秀クラブと会員一人宛 100 ドル寄付の表彰状と昨

年度の地区役員の感謝状がきています。地区副幹事の木場紀子会員と井口千夏会員です。

挨拶： NHK のニュースで、高濃度放射性廃棄物の処理に関し、48 都道府県すべてに受け入れに関して問いあ

わせたところ、1 ８は反対、３０は無回答でした。日本中どこへ行っても廃棄物の処理は出来ない

ということです。にもかかわらず、廃棄物は確実に増加していますし、それを生み出す原発も稼働

しています。事態は悪化する一方です。

28 日の中日新聞では、中部 9 県の衆議院選立候補予定者のうち 187 人から得たアンケート回答で、

7 割が「原発ゼロ賛成」と回答しています。もはや世の趨勢として、原発の存続という選択肢は完

全に失われつつあります。

「エントロピーの増大」という法則があります。物理的に存在しているものはすべからく、乱れ、

崩壊、そして混沌へと進行していくというものです。ヒトの細胞はこのエントロピーの法則を逃れるために、ま

だ生存し、機能している最中の細胞を破壊し、新しい細胞に入れ替えていきます。こういう細胞死を生理的細胞

死（アポトーシス）といいます。そのおかげで人類は生き残り、何十万年もの進化を遂げてきました。生物の世

界では、命をつなげること、これを秩序と呼ぶとすれば、秩序は守られる為に、絶えず壊され続けなければなら

ないのです。同じように、人が生きる過程で作り出したルールや機構や構造もまた、たえず壊され続けてこそ、

健全化と安全化が図れるのです。今エネルギー分野で、エントロピーに対する大きな修復力が生まれつつありま

す。循環型再生エネルギーが核エネルギーにとって代わる、この力を失えば、エントロピーは加速し、人類は終

焉の歴史をたどるように思います。

《食 事》 いただきます！

R 財団協力優秀クラブ 一人宛 100 ドル寄付

677 回

ホテル日航金沢５Ｆ

2012 11.29(木）19:00
出席率 19/35 54.29 ％

10 月修正出席率 66.85%
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幹事報告・委員会報告
北山吉明会長： 幹事の代わりに私がいいます。12 月第一週は年次総会です。是非御参加を。

合同新年会の案は 8RC に発送しました。震災の援助活動の貯金箱と従来のアトラクションの予定です。

石丸幹夫：時間もなくて短くしますが、南光州 RC とのマッチンググラントの基金の件ですが、高崎クラブ 500 ド

ル、世田谷中央 RC が 500 で会長さんの署名をいただきました。百万石は 1000 ドルですが、あと 1000
ドルが必要ですので有志の方の御寄付お願いします。マッチンググラントは元々 同額補助金とい

いまして、いくつかのクラブの寄付金と同額が RI から追加されて事業行っていました。

今年度から新しい制度になり最も小規模の事業は各地区でまとめて予算を配分し、そこから支出す

ることになりました。決定は地区にありますのでパイロット地区にある京都北東 RC は今回は不参

加なりました。

地区やクラブの国際奉仕事業：私は新制度を勉強していませんが。要するに新制度は①新地区補

助金：短期間の金額の少ない補助金 DDF（地区財団活動資金：地区が決める RI から地区に一括して支払われ

ている）、②グロ－バル補助金：長期間の金額の多い補助金事業 WF（国際財団活動資金）で 3 万ドル以上の総経

費（自己負担は 1.5 万以上）③パッケージ・グラントで WF（国際財団活動資金）と戦略パートナーから全額支払

われる 当事者負担はありません。長期間で継続することです。

ロータリー語句はどうも英語の直訳や省略単語が多く、簡単には頭に入らないですね。わからないのと面倒な

事が、地区を含めてクラブの国際奉仕活動をも消極的にしている原因になっているものと思われます。

（追加： 国際奉仕は青少年交換事業だけではない。いつまで経っても、国際奉仕と言えば、地区もクラブも昔

からの国際青少年交換事業でストップし満足しているようです。地区予算のうち殆ど 600 万円（クラブの経費を

含めるともっと大きい）近くはこれのみで、他の国際奉仕事業、特に国際社会奉仕事業とか友情交換事業が地区

にもクラブにも育っていません。（地区国際社会奉仕基金積み立て金というのはあるようですか金額はわかりませ

ん。例えば書き損じハガキなど）友情交換事業費も 5 万円のみです。この点、炭谷亮一 PG のラオス事業へ熱意に

は敬服します。韓国 3710 地区との共同国際社会奉仕などは少しやる気があれば素晴らしい国際社会奉仕が出来る

のですが、地区は全く関心がありませんし、求めようともしません。勿論こちらの地区がイニシアチブをとって、

韓国や他の地区に共同奉仕を申しこむ事もありません。委員会もあるのかないのか何をしているのかホームペー

ジを開いても出てきませんし、委員長挨拶だけです。国際青少年交換事業しか載っていません。）

（追加 11/5 高崎クラブ 500 ドル承認 11/13 東京世田谷中央クラブ 500 ドル承認 ）

村田祐一クラブ管理運営委員長：日曜日には鳥金村コンサートにきて

頂き有り難うございました。お陰様で楽しい夕べになりました。

江守巧会員組織副委員長：メイクアウイシュおが存知でしょうか？

祖泉さんという方が毎年いらして、お話ししましたが、難病の子の望

みをかなえてあげるボランティアです。今被災地では特にお金が足ら

ず困っています。

そこで 12/13（木）に例会の日ではありますが、Piano Plus と

いうタイトルで石川県立音楽堂の邦楽ホールで篠井英介さんの朗読、

語り、大野由加さんのピアノ、朝倉あづささんと石川公実さんのソプ

ラノがあります。第一部が歌 第 2 部がピアのとなっています。是非

切符をお願いいたします。 、

ニコニコ Box ¥11,000- 本年度 ¥279,000- 残高 ¥4,356,216-
北山会長：小間井俊輔さんをお迎えして。若さあふれる卓話宜しくお願いします。井口会員：小間

井様、本日はようこそ。お話楽しみにしております。 上杉会員：小間井様、お忙しい中ようこそ。

本日はお話楽しみにしています。今後のご活躍、お祈り申し上げます。 木場会員：小間井様、御

健闘祈ります。 金会員：先日は鳥金村ディナーショーへおいで頂きありがとうございます。金が

一番楽しませて頂きました。 藤間会員：小間井様ようこそ。今後のご活躍をお祈り致しておりま

す。 二木会員：小間井さん、若い力で迷える日本を何とぞよろしく。

講話の時間 元 企業再生支援機構 小間井 俊輔 様

プロフィール： 生年月日：昭和５６年７月２５日 ３１歳 金沢市長町に生まれる。

金沢市立中央小学校、金大附属中学校、金大附属高等学校、東京大学法学部政治コース卒業、大学時代は漕艇部

に所属、マッキンゼー・アンド・カンパニー(経営コンサルティング会社)、株式会社企業再生支援機構(政府系企

業再生ファンド)、北陸最大のレジャー施設芝政ワールドの早期再生を果たした。日本維新の会所属。



- 4 -

講話： 「 企業再生からみた日本経済 」
要旨： 本日はお招き頂き有り難うございます。日本維新の会の小間井です。企業再生

は中小企業が対象ですが、崩壊しそうな企業を調査し再生の道をさがしたり、買いたい

相手を探したりします。私のかかわった例として芝正ですが、バブル期の 100 の売り上

げがその後 30 にまで減りました。これををセグメント分析しますと夏の個人客の売り

上げが殆ど変化しないのに、団体客や他の季節が大変減っています。結局夏の個人はプ

ールの存在が大きい原因でした。これがディズニーランドとは違う所です。失敗の一つ

はディズニーランドのまねをしてバブル期の夢を追い続けて設備投資している所にあり

ました。儲からないからと団体をやめたり、バブル期と同じ売り上げをしてる夏期の個

人客に力入れずに春秋のためのの投資をしたり、団体のための大きい旅行社に売り込み

をやめたりしていましたが、儲かっている所もあるのですから分析して、ここに力を入

れければなりません。レジャー産業と言えば斜陽と思われますが、儲かっている部分も

あるのです。こういうことは日本の他の企業にもいえます。ーーーーー

点 鐘

高校生 交換留学のホストファミリーのお願いについて
川幹事のご子息が、来年 夏に英語圏の国に派遣される交換留学生に合格なさったことは皆様ご承知の通りです。

私たちが受入する英語圏の交換学生（高校生）のホストファミリーを引き受けていただける会員を、探しており

ます。 もちろん川会員は 受け入れますが ２家族以上が規定で、通常３～４家族で一年間のお世話をします。

ちなみに 今問い合わせがあるのは、ニュージーランドの高校生です。ニュージーランドの場合 １月末ごろか

らのスタートになります。最初は川会員のおうちですので、５月ごろから受入可能の方はいらっしゃいませんか？

ご協力いただける方 もしいらっしゃいましたら ご連絡をお願いします。よろしくお願いします。

追伸：ニュージーランドの学生さんですが 他地区で受け入れることが決定したそうです。（当クラブは受入しな

くてもよくなりました）ただ、来年夏には必ず 一名 英語圏からいらっしゃいますのでその際に また ご協

力を よろしくお願いいたします。 宮永 満祐美 090-2033-1766

8RC 新年号同例会についてのお願い
当ＲＣがホストクラブとなり御世話をすることになっております。百万石ＲＣらしい合同例会にするため、全員

出席でご協力のお願い申し上げます。当日の役割分担の関係上、確実な出席者の把握をしたいと思いますので、

出欠を問わず必ず11月22日迄にご提出ください。ホテル日航金沢 ４階 「鶴の間」

日 時 平成２４年 １月 ９日（水） 開会１８：３０ 当クラブ会員は １７：００ の集合

今年度の年忘れ例会と大路さんの歓迎会
金沢百万石ロータリークラブ クラブ管理運営委員長 村田 祐一 親睦委員長 金 沂秀

毎年恒例の『オークション』や『ビンゴゲーム』を企画しておりますので、ご家族・ご友人などお誘い合わせの

上、ご出席頂きますようご案内申し上げます。

１２月２０日（木） １９

：００ 点鐘 （～２１：３０頃）ホテル日航金沢 ３Ｆ ｢ ルミエール ｣

会 費 会員 8,000 円 御同伴者（中学生以上） 6,000 円 子供（小学生以下） 3,000 円

〆 切 １２月１３日（木） ＦＡＸ２６２－２２４１

※オークションへの出品は、時間の関係上 一人一品限りとさせて頂きます。出品用紙を後日配布しますので、

当日添付の上ご持参下さい。

会員消息

谷伊津子ミュジックスタジオディナーコンサートのお知らせ
12.22（土）pm6:30 金沢ニューグランドホテル４ F 金扇の真 会費 13,000 円

谷伊津子 090-8093-8093 まで

韓国南光州 RC 李庠根国際奉仕委員長から MG のお礼の電話
金沢百万石 RC の皆様 今回は私どものマッチンググランドの計

画に協力して頂いたことに本当に感謝いたします。高崎 RC 東京世田谷中央 RC にを声を掛け

て頂き資金を集めることができました。有り難うございました。 李庠根（イ サングン）

（11/29 各会長の署名入りの書類を E-mail ファイルで南光州 RC 事務所におくりましたが、12/5
（月）南光州クラブ例会のあと電話がありました。 石丸幹夫

追加資金を会員皆様に協力お願いしましたが、無事 目標突破し金沢百万石 RC2000 ドルと高

崎と東京世田谷 RC からの合計 1000 ドルをまとめて南光州 RC 事務所に送金する予定です。
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