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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

国歌斉唱

ソング 『R-OT-A-R-YI』
四つのテスト

魏賢任会長 挨拶 今日は８０１

回目の例会ということで新しいスタ

ートです。後程ご紹介いたしますが、本日の卓話は前回のオープンロータリーにお越しいただい

た上田様の保険の話ということで、今日は中国の保険事情について話します。中国では相続税が導入される予定で、

その対策として最近保険の話、生命・損害保障保険がいわれています。台湾や香港の富豪の中には約８９億の相続

税を生前贈与や保険加入で１０億ぐらいにした人もいるということです。先進国に倣って三代で財産が国有化され

るということで恐れているという話もあります。私が１９９４年に金沢へ来た際、生命保険に入ろうとして妻と大

ゲンカになりました。中国人にとって死＝地獄 道教の影響かもしれないが、その当時は保険という概念がなかっ

た。近年、中国も車社会になり生命保険の加入は進んでいるようですが、自動車以外の損害保険はまだ意識が低い

ようです。８月の天津爆発事故なども最終的には国が補償などをする形になるのではと思います。この後の卓話で

また色々とお聞かせいただこうと思います。

ゲストのご紹介〔卓話者〕株式会社 清幸（せいこう）

代表取締役 上田 喜之（うえだ よしゆき）様

ビジターのご紹介 なし

皆出席顕彰１７ｶ年 谷 伊津子（たに いつこ）会員

９ｶ年 藤間 勘菊（ふじま かんぎく）会員

《 食 事 》

幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事：本日、梅の間にて理事役員会を開催いたしますので、関係者

の方はご列席をお願いいたします。元米山奨学生の楊さんからメールが届き、４月に中国へ戻

り重慶にある「四川美術学院」への就職に向けて活動中とのことです。また近況

報告がありましたら、皆さんにご報告させていただきます。

〔委員会報告〕谷伊津子地区社会奉仕委員長：社会奉仕委員からのご報告

です。9/5（土）10 時から地区の社会奉仕委員会による講演会が開催され、このク

ラブからは永原さんと魏会長にお越しいただきました。ガバナーに一般参加の許可をいただき計１０

柳生好春ガバナー
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ホテル日航 3F
9/10 例会出席率 25/41 60.97 ％

8 月の平均出席率 64.96 ％
稲山訓央 SAA
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８名の方にお越しいただき大盛況でした。有難うございました。

稲山訓央会員：爆発事故の後に天津へ行ってきました。コンサートで募金を集めて天津外大へ持って

行ったところ、新華社通信から取材を受けました。

ニコニコＢＯＸ ￥ 12,000- 本年度￥ 226,100- 残高￥ 5,298,611
魏賢任会長：皆さまこんばんは。上田社長、いつもありがとうございます。今日のご卓話を

心より楽しみにしています。是非一日も早く当クラブの会員になって下さい。お待ちしてい

ます。

大路孝之幹事：上田様 卓話よろしくお願いいたします。

杵屋喜三以満会員：久しぶりの出席です。母の追善会がこの秋あり雑用におわれています。

あいにく地区大会の日と重なり申し訳なく思っています。

炭谷亮一会員：初孫が誕生しました。遂にグランパびなることができました。少し幸せかな？

土田初子会員：会長様会員の皆様のご好意によりまして再入会させて頂きます。これからも

よろしくお願いいたします。

講話の時間 『生活・事業活動を取り巻くリスク ～地震～』

上田 喜之（うえだ よしゆき）様

紹介者：魏賢任会長 上田喜之様は金沢市出身で大学卒業後、社会人として働く中で保険と出会い２００１年に独

立を目指して東京海上さんへ入社され、２００４年全国トップクラスの成績で独立。２０１３年に金沢市西念に新

社屋を建てられ現在東京海上日動の「TOP QUALITY 代理店」として県内最高のレベルⅡの評価を得ていらっしゃ
います。

講話：今日はリスク全体の話から地震にスポットをあてて話をさせ

ていただきます。我々はたくさんのリスク、

例えば火災・風災・水災・病気・怪我・自動

車事故など様々なリスクに囲まれで日々の事

業活動・日常活動をおくっています。リスク

の中では頻度が高く、万が一起こると大きな

損害のでるものもあります。地震というのは

あまり起こるものではありませんが、しかし

起こると大変な損害となります。また以前に

比べて地震の起こる割合や確率も大きくなっ

てきています。地震による家屋の倒壊・火災・津波の被害は防ぎよう

がないです。また地震により火災が起こった場合は火災保険の適用外

です。また地震の際には地域一帯に被害が出るため、全損・半損・一

部損の３種類の支払金額となります。火災保険は民間の保険会社なの

に対して地震保険は国との共同保険となります。自動車の自賠責保険

同様ですが、自賠責保険のように義務付けられてはいません。東日本

大震災の時には１４時４６分に地震が発生し、１６時には東京海上災

害対策本部が設置され、翌日には地震災害事故受付センターの設置や

先遣隊の派遣・支援物資の送付などが行われ、その翌日には航空写真

により全損一括認定を実施しています。また一部損が半損にならないか、半損が全損にならないか、軒下へもぐり

こんでひびや傷がないかを泥だらけになりながら探したとういうこともありました。とかく保険会社は保険金を支

払いたがらないと思われがちですが、そんなことはありません。地震保険があるかないかでより速く人生の再スタ

ートをきることができる。今日の私の話が皆様とご家族の安定した生活や事業活動の益々の発展とその一助になれ

ば幸いです。

質疑応答．謝辞・謝礼 点鐘
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パストガバナーからの手紙 234回 2015.9.17

中国バブル崩壊と日本の景気 炭谷 亮一

ここ十数年にわたって、経済成長鈍化の日米欧に代わって世界経済を牽引し世界経済の救世主となっていた中

国だったが、近年はバブル崩壊の危険性が囁かれ続けてきた。

そして世界中の経済関係者から中国バブル崩壊後のハードランディグが恐れられて来た。日本の証券会社もここ数

年は中国株には見向きもしない状態でいつバブルがはじけるか興味津々、様子ながめの状態だった。

そしてバブル崩壊が現実のものとなろうとしている。中国株が暴落した、企業業績が良くなっているわけでもない

のに昨年の５月から今年の５月まで２．５倍に株価は跳ね上がっていた上海株式市場の株価は６月中旬から３週間

で３割も下落し、７月８日には中国の全上場企業の約半数にあたる１４００社以上が自社株の取引停止を申請する

と言う異常事態におちいった。

慌ては中国政府はそこまでやるのかと思える程なりふりかまわず市場介入した。為替も金利も国内総生産（ＧＤＰ）

も、何んでも思い通りに動かそうとしているかに見える中国政府。ついには株式市場まで思い通りに動かそうとば

かりに市場介入に出た。

いやはやそれは余りにも露骨な市場介入であった。実は中国の株式市場は日本と違って主体は個人であり、現在不

動産が値下がりしている為に、この１年株バブルによって不動産投機から株投機にシフトした、予想を超える急落

の為、大量の損失をかかえ破産する個人投資家（自殺者も多数出ており）が増え、社会不安が広がり国家運営の危

機に発展する恐れさえ出てきた。

中国政府は、国家ファンドや証券会社などによる買い支え、持ち株比率５％以上の株主を対象とした向こう６ケ月

間の株式売却禁止、公安による「悪意ある空売り」の取り締まりなど、力づくの株価維持策を矢継ぎ早に繰り返し

た。

とりあえず株価は持ち直しているが、先行きは極めて不透明な状況だ。今後も株価下落の流れは止まらず遅かれ早

かれバブル崩壊となるだろう。

世界の市場関係者並びに各国の政府機関は中国経済のバブル崩壊は近く必ず起こると確信したに疑いない。今回は

そのリハーサルだと考え、すべての面で中国経済のバブル崩壊時への身構えと対策をとる時間を稼ぐ絶好の機会だ

ったととらえている。従ってリーマンショックの時の様に世界経済に大打撃を与える事はないだろう、すなわち世

界同時不況も軽微なのではないかと考えている。

今回の中国政府のとった市場介入の中で「売買停止」は禁忌手で個人投資家から「怨嗟の声」もあがり株式市場は

「阿鼻叫喚」状態と言える。

私自身注視して今後の中国経済の推移を見守るしか方法はないが、何んとなく背すじが寒く

なっているのも事実である。

さて日本経済への影響だが、中国は日本の輸出先の約２割を占める、又中国人観光客の減少

などダメージとなることは間違いないが、少なくとも今年に限れば、そのダメージを吸収し

て回復を持続できるほどの追い風が吹いている。

原因は原油安と円安だ、日本経済に大きな追い風となっている。８月２３日現在原油先物は

３０ドル台に突入しそうな位い下落し、その他の日本が輸入する資源価格は全面安となって

いる。

つまり、日本経済は今年、資源安によって１４兆円のボーナスをもらう計算になり、その分

が内需に向かえば更なる企業業績の改善が見込まれる。また円安も輸出競争力の改善や設備

投資の国内回帰、訪日外国人観光客の増加などを通し、日本に大きなメリットをもたらす。

安倍ノミックス効果も多少あるが日本経済への好環境により、２０２０年東京オリンピック

までは日本経済は上昇気流に乗り、好景気が持続すると考えている。

Ｐ．Ｓ

８月２４日の週明けに、再度中国景気の減速から、世界経済の先行き不安から、前週

末に続いて世界の株式市場は全面安となり世界同時不況の可能性すら出て来たが、前

述の円安と資源安により日本経済は堅調な流れにすぐ回復し、年末に日本の平均株価

は２万２０００円～２万６０００円の間で上昇するだろう。
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クラブ例会予定
9/10 上田喜之様

9/17 卓話者 未定
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第７回目の東北大震災復興支援チャリティコンサート

主催：北山クリニック

後援：北國新聞社

金沢百万石 RC
金沢市芸術創造財団

9/30 （水）ｐｍ７時開演

金沢市アートホール

チケット ¥2,000

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


