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2015年 5月のロータリーレートは１ドル＝ 118円 2015年 地区大会は 10/24～ 10/25

金沢百万石

「Be a gift to the world」世界へのプレゼントになろう
2015～ 16 K.R.“ラビ”ラビンドラン RI会長

「ロータリーを楽しむ」

国際ロータリー第 2610地区 2015-16年度ガバナー 柳生 好春

「楽しく活気のあるクラブを目指して」 金沢百万石 RC会長 魏賢任

点鐘
１．国 歌 『君が代』

ロータリーソング 『 我等の生業 』

２．四つのテスト

３．魏賢任会長 挨拶 先週、炭

谷パストガバナーと仙台ＲＣを訪問し、

グローバル補助金の申請をして震災地

域の子供達に図書を贈る事業の打合せをし

てきました。マスメディアで取り上げられ

ている所と、全く取り上げられずなお且つ

再建できていない所が宮城県に沢山あって、

特に仙南地域がひどいとお聞きしました。改めて色々勉強させ

ていただきました。詳細は後程の理事・役員会でご報告させて

いただきます。仙台ＲＣの昼例会に参加しましたが圧倒されま

した。１１０名ぐらいの大きなクラブで国歌やロータリーの歌

をピアノの生演奏で行っていました。例会後、中国近代で最も

有名な文学者であり思想家でもある魯迅先生の記念館等を見学

する機会がありました。魯迅先生は清の末期、 西太后の時代に

浙江省紹興の裕福な家に生まれ、南京学府で学んだ後、日本

に留学しました。まず医学を学ぶ中で、中国人の肉体を救う

ことはできるのが、考え方や精神的な部分を治すことができ

ないと痛感し、医学を愛していたけれども医学を放棄し東北大学の前身で文学を学びました。日本で学んだ後中国

へ帰り、短編・長編小説や散文、たくさんの本を残しました。中国ではぐう民政策－民衆は知識や知恵のない方が

統治しやすいという考え方で、漢字も一部の人達だけが使う道具であった時代に魯迅先生は白話文‐話し言葉で本

を書いたことが偉大。満州事変などにより中国と日本の関係が悪化しても日本の悪口を一言も書かなかった。中国

では小学２年生ぐらいから魯迅先生の文章を学びます。福井の芦原温泉出身の藤野先生という魯迅先生の恩師がお

り、「藤野先生」という文章を中国では皆が学校で読みました。改めて中国と日本の友好関係がアジアにとって大切

な事だと勉強しました。

１）ゲストのご紹介 なし

２）ビジターのご紹介 なし

３）今月の誕生者の紹介

３日生まれ 井口千夏（いのくち ちなつ）会員 ２５日生まれ 西村邦雄（にしむら くにお）会員

柳生ガバナー

東北大学資料館にて、魯迅と藤野厳九郎先生

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0794 2015.8.20

．

第 797 回
ホテル日航 3F

8/6 例会出席率 23/41 56.09 ％
５月の平均出席率 66.72％

宍戸紀文 SAA
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３１日生まれ 大路孝之（おおじ たかゆき）会員

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之会員：

・本日例会終了後、「松の間」にて理事役員会を開催いたします。

・次週は休会です。

・再来週(8/20)例会終了後、ガバナー補佐をお迎えして全会員出席対象の「クラブ協議会」を開催

いたします。ご出欠につきまして 8/14 までに事務局へご連絡ください。

〔その他報告等〕谷伊津子会員：

私事ですが、皆さんにお配りしましたチラシは５０周年コンサートのご案内です。10/12（月）よろし

くお願いいたします。また小さい葉書は倫理法人会のお知らせで、9/21（月）朝早い時間ですがどうぞ

いらしてください。

ニコニコＢＯＸ

￥４，０００- 本年度￥１７３，１００- 残高￥５，２４５，５１７－

魏賢任会長：皆さま、こんばんは。矢来会員のお話を楽しみにしています。先週、炭谷パストガ

バナーと一緒に仙台ロータリークラブを表敬訪問して参りました。

大路孝之幹事：矢来さん、卓話を楽しみにしています。

宮永満祐美会員：矢来先生よろしくお願いします。石丸先生「ロータリーの友」に寄稿していた

だきありがとうございます。

講話の時間

『 社会保険労務士の業務について 』

矢来正和（やぎ まさかず）会員

紹介者：宮永会員 特定社会保険労務士の矢来正和会員の紹介をいたします。昭和３０年１１月２

９日生まれで私と同級生です。法政大学をご卒業後は「うつのみや」に入社なさいまして、営業・

総務・人事等ひと通りなさって、その後社労士の資格を取得し、現在は石川県社会保険労務士会常

任理事としてもご活躍中です。中学生の時には筋ジスの同級生のお世話を自発的にされ善行生徒で

もありましたとても優しい矢来先生の卓話です。

、、講話： ご紹介いただきましたが、昭和３０年に金沢に生まれまして、大学へ行く

際に親から目的を持てと言われてまず弁護士が恰好いいかなぁと思いましたが、とある

番組で受験生が六法全書を食べて覚えているのを見て諦めました。次に公認会計士が正

義の味方みたいでいいなあと思い、金沢の大学よりも東京の私立大学の方が公認会計士

の合格率が高く、当時東京六大学ぐらいしか知っている大学がなく、いくつかを受けて

法政大学に決めました。石川県学生寮で暮らしたので、ほとんど石川県と離れずに４年

間を過ごしました。それから金沢に帰って「うつのみや」書店に就職しました。本が好

きだったので別段文句もなく仕事をしておりましたが、結婚を機に嫁さんの実家が社労

士事務所をやっていたため、「うつのみや」を退社し、社労士試験を受けることになりま

した。社労士の仲間内からは嫌々社労士になったということで、”いやいや社労士”と呼

ばれています。現在石川県には約３００人が資格を持っており、その内の約２００人が開業の資格を持ち、１００

人ぐらいが勤務社労士という割合です。社労士というのは、お客様（事業主）と顧問契約をしていただき、労働業

務や手続き関係、コンサルタント業務など包括的な仕事をもらってやっています。役所に提出する書類の作成を行

うのが主な仕事であり、労働関係なら監督署・労働局・ハローワーク、法制関係なら年金事務所・協会けんぽなど。

コンサルタント業務では、人事制度・賃金制度・助成金獲得の書類作成が主になります。ここ１～２年ぐらい研修

を受けてきたのがメンタルヘルスとモラルハラスメントについてです。どの事業所もこの２つについて大きな問題

を抱えています。１００人ぐらいの社員がいれば１～２人のうつ病患者がいますし、パワハラやセクハラが原因と

いうこともあります。うつ病の傷病手当の書類を２０人ぐらい作成しましたが、職場復帰できた方はほとんどいら
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っしゃいません。病気になる前になんとかする方向で進めていかなければと思います。最近はマイナンバー制度で

す。名前を知っている方は多くあるかと思いますが中身についてはまだよくわからないという方がほとんどだと思

います。正式名称は”行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律”という長い名

称の法律です。これまでも国民皆番号制みたいな形で国は何度も国民に番号をつけようとしましたが反対が多く滞

っていたのですが、今回は税と社会保険と災害時に使いたいということで法律を通しました。この導入によって楽

になるのは国・行政で、お金がかかるのは事業主、それ以外の方にはあまり影響がないということが最近わかって

きました。マイナンバーは個人番号と事業所（法人）番号の２種類があります。個人は１２桁で事業所は１３桁。

税は源泉徴収、社会保険はまず雇用保険、１年遅れて厚生年金と健康保険、ほかに災害がおきた際に個人を識別す

るために使われることになります。役所以外では使えないため、当分は事業所等で便利な使い方はありません。１

０月以降５，２００万世帯に簡易書留で個人番号通知書と申込書が届きますので、捨てずに大切に保管していただ

く必要があります。その後マイナンバーカード作成のための申込みを行う場合、紙の申込書に顔写真を添付し郵送

する方法とスマートフォンのアプリを使って電子申請する方法の２通りがあります。平成２８年１月以降に各市町

村へ申込みをして窓口へ取りに行くことになります。住民基本台帳は有料だったため１割しか普及しなかったので、

今回は初回発行に限り無料です。マイナンバーカードの写真に関して成人は１０年毎の更新、また生まれたばかり

の赤ちゃんにもカードが発行されるため５年毎の更新です。暗証番号について最低でも２種類、最大で４種類が必

要となります。一番大事な基本の番号は英数字６文字以上１６文字以内、その他は４桁の数字が１種類から３種類

必要となります。一番力の入っている部署は国税庁です。現時点で決まっていることは、百万円以上の国内預金・

海外送金、証券会社の全口座、積立型・年金型保険、死亡保

険、銀行の投資信託口座の個人の特定ができること。次の段

階で銀行預金口座、その次の段階で不動産・動産と脱税に関

しての情報収集がしやすくなるということです。年金に関し

ては従業員の源泉徴収票に個人の番号・被扶養者の番号・法

人番号が入るので未加入事業所等がチェックしやすくなりま

す。ただ厚生年金については、未加入事業者の多くはお金が

なくてやむなくということだろうと思いますので、国税庁ほ

どすっきりはしないと思います。情報流出に関しての先例と

しては、アメリカの社会保障番号（SSN)は２０１３年の統

計で ID 盗難被害が１３１０万、その金額が２兆２，５００

万。日本では地方自治体や中(小)企業からの情報流出が危惧

されています。小規模な企業等においては紙の管理が一番安全で安いかと思います。我々社労士事務所では外部の

専用サーバーで管理してもらって、クラウドという形で必要な時だけデータを見るということになるかと思います。

大体の説明はこれで終わります。

点鐘

パストガバナーからの手紙 230 回 2015.8.6

良書探訪「赤字の民主主義」～ケインズは三流学者～ ジェームズ・M・ブキャナン 炭谷 亮一

５月に明文堂で経済関連の書物を見ていて、「ケインズは三流学者」と言う本書の帯封につけられていた衝撃的な

キャッチコピーを見てさっそく購入した。本書は１９７０年代の石油ショックに伴う不況に直面し、ケインズ政策

を先進諸国が採った結果、財政赤字の急増にさいなまれた状況を背景に書かれた。著者のブキャナンが記した「公

共選択の理論」で公共選択論の考え方を初めて体系的に紹介したのが１９６２年。当時のケインズ経済学に比べれ

ば、まだまだその理解が浸透していなかった時期である。本書を世界的に有名にしたのは、財政赤字を増やしてで

も景気対策のために財政出動することを正当化したケインズ経済学は、財政赤字の抑制が政治的に困難であること

を度外視していると批判したからである。

本書は今なお全く色あせていない、私みたいなケインズ経済学信奉者には耳の痛い内容である。

本書の内容を以下の２点に絞って解説することにする。その１つは財政健全化の重要性である。

伝統的なケインズ経済学は、需要不足による不況下の経済において、公債（国債）を発行して財政支出を行なえば、

乗数効果が働いて景気が回復でき、その公債は将来返済すればよい、とした。
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しかし、「公共選択論」に基づく民主主義政治の特質から見て、政治家は支出と課税を set にしなければ、放漫財政
に陥る可能性が大である。しかも借金財政（公債発行）に頼っている場合は、公費の無駄遣いが行われるのが通常

であり、更には後世の納税者に財政負担を押しつけることになると。

更には国の借金は個人の借金と違って、責任の所在があいまいで責任者を特定できないため、個人の借入に比べて

慎重な配慮を欠く傾向があると。これらの４０年前のブキャナンの主張は、まるで著者が今日の日本政府のありさ

まを見て語っているのではないかと思える位いで、何んら違和感がなく新鮮である。

もう一つはマネタイゼーション（財政赤字のファイナンス）である。本書が記されたのは、インフレに苛まれるア

メリカが背景である。一見すると、デフレに苦しんでいる日本とは状況が異なる様に見える。しかしデフレ脱却に

向けて２０１３年から日本銀行が取り組んでいる「異次元緩和の政策」の様相からすれば、本書の記述は示唆に富

んでいる。日本銀行が政府から独立していれば「日本銀行が具体的なインフレ率を政策目標に掲げて意図した結果

を出せるかは、完全に金融政策の責任となり、財政政策の責任にはならない」しかし政府が財政健全化に不熱心で

国債の累増を止められず、その傍らで「異次元緩和政策」と称して、日本銀行がインフレ率の目標を掲げながら国

債を際限なく買い入れることで、結果的に（意図するかしないかに関わらず）本書で指摘する様な財政赤字のマネ

タイゼーションが起これば、国債の累増はインフレに飛び火し、しいてはハイパーインフレとなり結果国債は暴落

し国家破綻する可能性すら出て来る。

デフレが続く日本経済の只中にいると、容易にハイパーインフレの危険を想像できないかも知れないが、本書によ

って財政赤字のマネタイゼーションが持つ意味が理解出来る。金融政策を健全に運営する為にも、財政健全化が欠

かせないことを本書は教えてくれる。

今日の日本では、財政健全化の先送り論は、ケインズ経済学の支持者からだけでなく、財源の負担を度外視した形

で弱者への手厚い社会保障給付の必要を唱える左派の人達からも上がっている。

本来は前者と後者のイデオロギーは異なるのだが、財政健全化先送り論では意見が一致している。そして呉越同舟

的に財政健全化先送り論が強くなっているのが現状である。

本書を一読してみて、「アベノミックス」に一抹のいやかなりの不安をおぼえる。心の中で『財政赤字はたかだか１

０００兆円ではないか 日本には民間に２０００兆円近くの金融資産があるではないか』と私はつぶやいた。しか

し経済は間違いなく魔物である。安心安全なぞ存在しない。通貨は円と外貨（ドル・ユーロ等）に分けて持った方

が良さそうだ。

Ｊａｍｅｓ Ｍ．Ｂｕｃｈａｎａｎ（ジェームズ・Ｍ・ブキャナン）

１９１９～２０１３。アメリカの経済学者。公共選択論を提唱し、経済学、財政学を超えて広い学問分野に影響を

与えた。ゴードン・タロックとともにケインズ経済学を批判するバージニア学派の中心的存在だった。１９８６年

にノーベル経済学賞を受賞。著書に『公共選択論』（タロックとの共著）、『財政理論』。

出版 日経ＢＰ社 定価２，５９２円

2015－ 16年度『友』誌表紙写真 12～ 3月号、5月号再募集！
2015 － 16 年度も、『友』表紙写真につきまして多数ご応募いただき感謝申し上げます。選考の結果、2015 年 12
月号、2016年 1月号、2月号、3月号、5月号の表紙につきましては、写真を再募集することになりました。テーマ
は設けません。皆さまのご応募、お待ちしております。ふるってご応募ください。

応募要領などは下記の通りです。

■応募要領

①締め切り 2015年 10月 10日
②点数 一人 3点まで
③サイズ 紙焼き四つ切り（それに近いサイズも可）

④添付資料 名前、クラブ、連絡先住所・電話・ファクス、撮影場所、撮影年月、撮影データ（カメラ名、使用レ

ンズ〔ミリ〕、露出、シャッター速度）、簡単な写真説明

⑤発表『友』誌、ホームページ『ロータリージャパン』（www.rotary.or.jp）
⑥審査員（予定） 岡井輝毅氏（元『アサヒカメラ』編集長・現『友』表紙解説者）ほか

■応募先（郵送先）

一般社団法人ロータリーの友事務所〒 105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル 4階
詳しくは、『友』9月号ならびにホームページ『ロータリージャパン』（www.rotary.or.jp）をご覧ください。
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会員消息

谷伊津子会員の

Dinner Concert の お知らせ

10/12 （月祝)18:00 より

金沢ニュウグランドホテルにて

花の他、会員のお庭拝見の写真を募集します

キリシタン灯籠 石丸幹夫

クラブ例会予定 2015-2016 年度
8/13 休会

8/20 辻ガバナー補佐 20:00 クラブ協議会

ホテル日航金沢 3F
8/27 柳生ガバナー訪問例会 ホテル日航金沢 3F

2015 ～ 16 役員・理事・委員会

(役員） 会長：魏 賢任 ｴﾚｸﾄ：若狭豊 副会長：上杉輝子 幹事：大路孝之 副幹事：武藤清秀

会計：西村邦雄 直前会長 宮永満祐美

（理事） 東海林也令子（クラブ管理運営委員長） 水野陽子（奉仕プロジェクト委員長）

金 沂秀（会員組織委員長） 藤間勘菊（広報委員長）

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

理事会オブザーバー・アドバイザー：パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事岩倉舟伊智 監査：後出博敏

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
(委員会)

クラブ管理運営委員長：東海林也令子 副：稲山訓央

親睦：○武藤清秀 二木秀樹 川きみよ 金沂秀 杵屋喜三以満 後出博敏 大沼俊昭 相良光貞 高田重男

辰己クミ 若狭豊 山崎正美 竹田敬一郎

例会：（プログラム/出席）○井口千夏 江守巧 宮永満祐美 水野陽子 吉田昭生

SAA：○稲山訓央 西村邦雄 宍戸紀文 ニコニコ：○布施美枝子 宍戸紀文

友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討○江守巧 岩倉舟伊智 富山西 RC との交流岩倉舟伊智 藤間勘菊 木場紀子

直前委員長：二木秀樹

金沢北 RC との合同例会 ○二木秀樹 杵屋喜三以満

その他友好クラブとの交流 ○石丸幹夫 藤間勘菊 村田祐一 東海林也令子

奉仕プロジェクト委員長：水野陽子 副：川きみよ

職業：○村田祐一 二木秀樹 井口千夏 若狭豊 永原源八郎 谷伊津子

社会（新世代・青少年を含む）：○永原源八郎 北山吉明 東海林也令子 武藤清秀 谷伊津子

国際：○炭谷亮一 世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ○炭谷亮一 岩倉舟伊智 西村邦雄

描き損じハガキ ○江守道子 米山奨学会 ○藤間勘菊

青少年奉仕 ○上杉輝子 国際青少年交換(日韓など）○上杉輝子 金沂秀 吉田昭生

直前委員長: 北山吉明

会員組織委員長：金沂秀 副：井口千夏

会員増強：○大路孝之 江守道子 石丸幹夫 岩倉舟伊智 野城 勲 宮永満祐美 炭谷亮一

永原源八郎 高田重男 修練 北山吉明 江守巧 石丸幹夫 木場紀子 直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：宍戸紀文 広報：○上杉輝子 石丸幹夫 ロータリー情報：宍戸紀文

藤間勘菊 布施美枝子 会報・ホームページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 藤間勘菊

長期姉妹クラブ担当 韓国南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎：石丸 村田 金沂秀 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 諮問委員会委員 地区ガバナー氏名委員会委員、日台親善会議実行委員会顧問 Ｒ米山記念奨学会委員会カウ

ンセラー 炭谷亮一 社会奉仕委員会委員長 谷伊津子 危機管理委員会委員 石丸幹夫 広報委員会委員 藤間勘菊

日台親善会議実行委員会 宮永満祐美 Ｒ米山奨学会委員会委員（米山奨学金/学友会担当）大路孝之

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T076-262-2211 F076-262-2241
E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 9：00 ～ 15：00 休憩時間 12：00 ～ 13：00 木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日) 事務局員 西村有里 幹事 大路孝之


