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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2014 年 2 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円

金沢百万石

地区大会は 10/4 ～ 10/5
パストガバナーからの手紙 166 回 炭谷 亮一

ちょっといい本 その 2「逆説の経済学」三橋 貴明 著

著者である三橋氏の直近 5 ～ 6 年間の国内外の実地経済に対する見解、主張、考察には注目に値するものがあり、

何んとか日本経済をデフレから脱却を図り、更には日本経済の活性化策を自身の著書や講演会で精力的に大胆な氏

の独自論を展開している。私はファンの一人である。

本書「逆説の経済学」では、マスコミやいわゆるエコノミストと称する人々の主張の中には、実地経済の真実と

は真逆であったり、歪められたり、更には荒唐無稽なものすら存在すると論破している。

例１ テレビの解説で有名な「池上彰氏」は以下の様に主張している。

・主張 「日本のデフレは現役世代の人口減少のせいだ」

真実は：「少子化はデフレの原因ではなく、結果である」

例２ 小泉政権の経済担当相だった慶大教授「竹中平蔵氏」は以下の様に主張している。

・主張 「アベノミクスは理論的には 100 ％正しい」

真実は：「第 1 と第 2 の矢は正しいが、第 3 の矢は逆効果」

㊟著者の主張は竹中氏達の第 3 の矢は成長戦略には「供給能力を高める」方向の政策が目立つが、規制緩

和や民営化や自由貿易を進める政策であり、企業の生産能力を高める政策である。

これはデフレギャップではなく、インフレギャップが発生した時に採るべきとし、デフレギャップには

現実の需要（名目 GDP）をアップさせて、本来の供給能力（潜在的 GDP）と一致させて、デフレギャップをうめる

必要があると主張している。

例３ 現参議院議員の「藤巻健史氏」である。以下は私の意見を述べさせていただくと、ここ数年間の藤巻氏の

経済予想は当ったためしがなく、私などは彼の予想と真逆の投資行動をとれば大儲け出来るのではと考えている。

参議院の資産公開では 6 億円余りの資産があるとのこと。首を

かしげざるを得ない。破産してもいいのに？さて、彼の主張は。

・主張 「アベノミクスでは日本はハイパーインフレになる」
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真実は：「日本の物価上昇率は、終戦直後でさえも 6 倍程度。ハイパーインフレになりたくともな

り得ない」

ここでハイパーインフレについて著者は解説している。経済学者フィリプス・ケーガンによって、ハイパーイン

フレとは「インフレ率が毎月 50 ％を超えること」と定義している。その状態が一年継続すると一年後には物価が 130
倍に上昇することになり、年間インフレ率に換算すると、何んと 13000 倍である。戦後のドイツとジンバブエは経

験している。日本にはハイパーインフレになると叫ぶエコノミストは多々いる。彼等のエコノミストとしての資質

に疑問を覚える。

さて、以上 3 例のみを挙げたが、経済における通説の中に真逆であったり歪められたものがあったりで、一市民と

してどう考えたら、どう行動したら良いか迷うが、本書は読み易く、解り易く、実地経済の大切なポイントを押さ

えるテキストとして使える、ちょっといい本と言える。

しかしいかなる本であろうと完全無欠な本はこの世に存在しない。詳細に検証してみると、本書の 80 ％は正しい（真

実）と言える。しかし本書の 20 ％は TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）の記述であり、著者は TPP はグローバ

ル・スタンダード（アメリカ標準）に基づく対日要求であるから、TPP 参加には絶対反対であり、日本にとってメ

リットは少なく、デメリットが多い。結果的にアメリカのグローバル企業が国内産業を食い荒す。特に農業分野で

は「巨人とアリ」であり、食の安全そして食料の安全保障が担保されないと主張している。

著者は優れたエコノミストであるが、余りに優れすぎているが由に、政治と経済は表裏一体、或いは政経不可

分と言う言葉を忘れ去っている様にしか思えてならない。世界中で TPP で大騒ぎしているのは日本だけだ。以前そ

うでなかったが何故アメリカが TPP に積極的になって来たのは、中国問題である。アメリカは中国スタイルの経済

を何んとか止めたいと考えている。それは国家資本主義やパテントを一切無視したコピー品が堂々とまかり通って

いる中国のビジネススタイルを是正したい為に、民主主義を国是としている太平洋に面した国々で経済ブロックを

作り、「これからは、グローバル・スタンダードを順守しないと、お付き合いは難しいですよ」との意思行動であり、

日本もこれに賛同しての参加であることを著者は失念している様である。

アメリカの民主党政権はどちらかと言えば元来「アンチ自由貿易」と言える。オバマ大統領の中での「TPP」は

優先順位が低く、マイナーな政策だと考えて良い。あくまで基本となるのは安全保障である。政治的側面が強い。

しかも多国間交渉の為、「原則関税撤廃」など出来るはずがないと

考えて良い。むしろ日本にとって農業などは保護主義を捨て、大

きく日本農業が飛躍するチャンスと捉えるべきだろう。

「TPP」が締結されれば世界貿易の 40 ％以上を占めることとな

り、逆に日本にとって政治、経済両面で大きなメリットが期待出

来る。最後に著書の紹介なのに著書の一部にケチをつけて申し訳

なく思っている。

2013 年 12 月 1 日 第 1 刷発行 遊タイム出版 本体価格 933
円＋税 著 者 三橋 貴明
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点 鐘
ロータリーソング『手に手つないで』

四つのテスト

会長 挨拶： 先週よりも声が出るよう

になりました。次回はもっときれいな声で

お話出来ると思います。

ソチオリンピックも今日で８日目になり、

メダルも３個となり大いに盛り上がっております。残りあ

と１０日ですが期待されている競技もありますので大変楽しみにしております。

先月初めて吊り下げ方式の入札を経験いたしました。大半は一般指名競争入札（指名された業者のみ）ですが、そ

の他公募型入札（公開されている物件に申込み審査の結果参加できる）そして問題の吊り下げ入札（応札が１社に

なるまで何回もする）が現在、郵政庁等は 4 ～ 5 年前から実施しています。このやり方ではほとんど利益を出すこ

とは大変難しいことです。

ゲスト紹介 （米山奨学生）

楊 立山 様 奨学金支給と挨拶

ビジターのご紹介 新発田城南ＲＣ

松田 祐樹 様

松田 祐樹 様：新潟県 2560 地区

です。ただ今、会長さんからオリン

ピックのお話が出ましたが、今回初

めてスノーボ－ドで銀メダルをとった平野歩夢選手

の村上の隣の隣です。 本日は仕事でまいりました。

第 731 回例会

ホテル日航 3F
2/13(木) 19:00

例会出席率 18/36 50.00 ％

1 月修正出席率 66.47%

クラブ例会予定 2013-2014 年度

2/13 藤間勘菊会員（職業奉仕）

2/20 高木眞理子様（子ども夢フォーラム代表）

理事役員会

2/27 穴倉玉日様（泉鏡花記念館学芸員）

3/6 交換留学生 Brianna さんお誕生会

3/13 張泓明様（小松東 RC 米山奨学生）

3/20 宮永会長エレクト PETS 報告 他

3/27 山出保様（金沢前市長）
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皆出席者顕彰 今月はなし

《 食 事 》

幹事・委員会報告

上杉輝子幹事：

①１月の修正出席率は、６６．４７％でした。

②次年度のロータリー手帳の案内がきております。１冊税込６４８

円です。回覧をまわしますので、ご希望の方は注文して下さい。

（幹事からチョコレートをいただきました）

谷伊津子社会奉仕委員長：昨年 7 月より 3 ヶ月間の調査の結果、県庁にて認定証をいただ
きました。金沢百万石 RCとして発表されました。次年度もよろしくお願いいたします。CO2
を減らしたいとおもいます。

ニコニコＢＯＸ ¥9,000- 本年度 ¥503,100- 残高 ¥5,271,407
野城会長：楊さん、ようこそ。藤間様、本日の卓話宜しくお願いします。上杉幹事：勘菊先生、今日

はお話とっても楽しみにしています。宜しくお願いします。魏会員：皆さん、こんばんは。藤間会員

のお話を心より楽しみにしています。美味しい紹興酒の３７年ものが無事に通関できました。木場会

員：藤間勘菊会員の卓話、楽しみにしています。炭谷会員：ラオスから帰ってきました。岩倉会員は

明日帰国予定です。宮永会員：先日はパンありがとうございました。勘菊様、よろしくお願いします。

北山吉明前会長：東日本災害のチャリティコンサート

をいたします。この三年で５回目です。催し物は日本

の歌をうたいます。チャリーティ収入の一部は東日本

に書籍をおくります。百万石 RC 後援をお願いしまし
た。よろしくお願いいたします。

3/19金沢アートホールにて

谷伊津子社会奉仕委員長：再度

登場いたしましたが、注文の国

旗がまいりました。可成り大き

くて 1,900 円です。簡単に組み立てられます。これからも注文したい方は事務局ま
でお願いいたします。国の祝日には必ず国旗を掲揚しましょう。ガバナーの方針で

もあります。

講話の時間 「踊りと職業奉仕」 職業奉仕 藤間 勘菊 会員

プロフィール： 平成 24.11.3 地域文化功労者文部科学大臣表彰を受賞

昭和 34年 藤間流宗家より藤間勘菊の名執を取得

53年 勘菊会、扇の会を継承

58年 二代目藤間勘菊を襲名 六世宗家直門 藤間流特別師範

平成 5年 北國芸能賞受賞

13年 金沢市文化活動賞 石川県文化功労賞

21年 金沢市文化賞

24年 地域文化功労者文部科学大臣表彰受賞

現在、勘菊会、扇の会 主宰

・財団法人石川県芸術文化協会評議員

・北陸舞踊教会副理事長

・石川県邦楽舞踊教会常任理事 他 ・社団法人日本舞踊協会会員

講話抄録：先月中旬に交通事故で３週間おやすみしました。知り合いの方に大変お世話になり助かりました。皆様

もお気を付けて下さい。H2 にアンサンブル金沢と日本舞踊の共演しましたが大変珍し
い事といわれました。H3 には川内村などでで子供達に越後獅子を
見て貰いました。初代の中村歌右衛門は金沢の金石の人で その３

代目が初めて越後獅子を初演しています。こんな様な活動をして

居ましたら、２０年経って県は表彰してくださいました。

本日着物を持ってまいりました。（いわくの着物の説明がありまし

た。）

曾野綾子さんは昔、母のもとで日本舞踊をされたとの事ですが、

ここで風呂敷でも季節を考えて使用するなどの日常生活の金沢ら

紹介：木場会員
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しい心使いに気づきました。 続いて扇子の使い方について細やかな解説がありました。

普段、気にもとめないで生活をしていますが、日本に特に金沢には本当に細やかな優雅な伝統があるにに気づきま

した。 点 鐘

お知らせ

高崎ロータリークラブ 60 周年記念例会について 平成 26 年 1 月 31 日

金沢百万石ロータリークラブ 会長 野城 勲様

拝啓 時下、益々ご清栄のこととご拝察申し上げます。また、日頃から高崎ロータリークラブ活動に、ご高配を賜

り厚く御礼を申し上げます。さて、貴事務局、村木様より、当事務局にお問合せ頂きました当クラプの創立 60 周年

記念例会（3 月 24 日)につきまして、ご連絡申し上げます。55 周年時に、従来の他クラプの皆様を大勢お招きして

での記念式典形式ではなく、内輪での記念例会にて開催致しましたところ、好評でございました。そこで、60 周年

につきましても、年度当初より同様の記念例会を目標に各種準備を会員一丸となって進めているところでございま

す。このような事情でございますので、今回は、お声掛けは致しませんが、温かいご理解を賜りますよう宜しくお

願い申し上げますと共に、お気遣い頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。また、来年には新幹線も開通される

かと思いますので、大分便利になるかと存じます。今後ともご厚誼のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具 高崎ロータリークラブ会長 富澤謙吉

理事会について
日時:2 月 20 日(木)例会後

場 所 : ホテル日航金沢 5F 「 松・竹 」

議 件 :
1. 地区ロータリー財団補助金申請について(ラオス)

2．候補者推薦について

(ロータリアン配偶者/パートナー奉仕功労賞・意義ある業績賞)

3．東北大震災復興支援チャリティコンサート「花は咲く」後援の件

4. その他

「交換留学生 Brianna さん 誕生会」

金沢百万石ロ―タリークラフ交換留学生カウンセラー東海林 也令子、奉仕プロジェクト委員会国際奉仕 川 きみよ

例会のご案内

さて、3 月 9 日は交換留学生の Brianna さんのお誕生日です。そこで 3 月 6 日の例会は Brianna さんのお誕生会とい

たします。Brianna さんのお友達や 4 月よリホームスティ先となる村井様ご家族もお招きし、Brianna さんを囲んで

楽しく過ごす会としたいと思います。多くの会員でお祝いしましょう。

なお、クラフでプレゼント・お花・ケーキは用意いたしますが、その他のプレゼントも歓迎いたします。

又、食数の把握をいたした<、ご出欠をお知らせ<ださい。

2014 年 3 月 6 日(木)19:00 ～ 20:00 ホテル日航金沢 5F 「オーキッド」※食事は例会時の洋食となります。

〆 切 2 月 27 日(木)。


