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2016年 11月のロータリーレートは１ドル＝ 102円

金沢百万石

ＲＩ会長テーマ：

「人類に奉仕するロータリー」Rotary Serving Humanity
2016－17年度国際ロータリー会長 ジョンＦ．ジャーム

チャタヌーガ・ロータリークラブ（米国テネシー州）

「語り合おう ロータリー」

ＲＩ第 2610地区2016－17年度年度ガバナー
岡部一輝（かずき）（南砺 RC）

今年は酉年 世界に羽ばたく

世界の屋根ヒマ

ラヤ山脈を飛び

越えて ユーラ

シア大陸の中央

部、特にロシア、

モンゴルの大草

原で繁殖し、標

高 8,000m 級の

ヒマラヤ山脈上

空をチベット側

からインド側に

命がけで飛び

越え、インドで

越冬する「鶴」

がいます。 その「鶴」の名は「アネハヅル」！山脈越えは 空気が薄く気温も氷点下摂氏マイナス 40度！ 寒さに

耐えて南に向かう過酷な旅！ 渡り切ると羽根はボロボロになっているそうです。

「姉羽鶴」！ 美しい飾り羽を持つことより、 「凛として美しい女性のごとき羽の鶴」 これが名前の由来とか。

金沢市８ RC合同新年例会
オープニングアトラクション 笛「丹

頂」ひがし茶屋芸妓

点 鐘 金

金沢南ＲＣ 大原浩幸会長

国歌斉唱 「君が代」

ロータリーソング斉唱 「奉仕の理想」

ホスト・クラブ会長挨拶 金沢南ＲＣ会長

大原浩幸 点 鐘

例会便り
第 858回 2017 年新年
ホテル日航金沢 4Ｆ鶴の間
1.11（水）18.30～金沢８ RC 合同
出席率 29/46 63.04 ％

12 月の平均出席率 63.98 ％
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《懇親会》

乾 杯

石川第１分区Ａ

石森良洋ガバナー補佐

ご祝儀 三茶屋芸妓連

閉宴挨拶 次期ホスト・クラブ 金沢北ＲＣ 松本範夫会長

ロータリーソング 「手に手つないで」
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パストガバナーからの手紙 289回 2017.1.19 炭谷 亮一

「日本資本主義の未来」

ここ２～３年「資本主義の終焉」をテーマにした経済本が散見される様になった。

１５～１６世紀に始まり、世界を席巻した資本主義というシステムがついに終焉に向かい、混沌をきわ

めていく歴史的転換期が足早に近づいて来ている。世界経済だけでなく、国民国家をも解体させる大転

換期に我々は立っている。この資本主義の最終局面に真っ先に立っているのが日本なのかも知れない、

経済史上、極めて稀な長期のゼロ金利政策を行っている日本更には一部マイナス金利政策をとるも、資

本を投入しようとしない資本家、たとえ資本を投入しても利潤の出ない現状は、まさに資本主義の終焉

どころか「死」と言える。他の先進国でも日本化は進んでおり近現代を支えてきた資本主義というシス

テムが音を立てて崩れようとしている。

日本経済の現状を「失われた２０年」とよく表現されているが実は終わりの始まりが２０年前から始ま

っていたと考えれば、スムーズに納得出来る。

さて昨年９月に米国司法省がドイツ最大の民間銀行であるドイツ銀行に対し、１４０億ドル（１兆４４

００億円）もの制裁金を科すと報じた。余りにも多額の制裁金に市場では大変なサプライズとなった。

理由は２００８年のリーマン・ショック前、住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）を不正販売したと言う事案

であったが驚愕するほどのケタ外れの金額にドイツ銀行の株価はただちに低迷し、経営不安し

いては倒産の可能性すら指摘される様になった。米国の司法では当局が違法と指摘したうえで、裁判シ

ステムにおいては時間とコストがかかるため、双方が「カネで解決」するのだ。訴えられた側は不法行

為があったかどうかは往々にして否定も肯定もせず、何があったか外部には正確に伝わって来ない。巨

額の和解金も密室で算定・合意されるので、その金額が妥当かどうかもまったく不透明で、交渉を前提

にするから、当初の「言い値」がふっかけ気味になる傾向は大きい。

銀行が支払った和解金は「被害者」に直接配られたり「被害」を補償する基金に積まれたりすることも

あるが、単に国や州の歳入となる額も大きい。そのため、財政難を軽減する“魔法のつえ”ではないか、

とも批判される。

さて、ここ数年内で、米国バンク・オブ・アメリカは１４年ＭＢＳのリスクの不適切な開示で１６６億

５０００万ドル（約１兆７千億円）、１６年米ウェルズ・ファーゴは適切でない住宅ローンを公的保証適

格と偽ったとして１２億ドル（１３００億円）の和解金を支払っている。

司法が違法行為を取り締まるのは当然であるがちと日本的な感覚では高額すぎ、日本では金融機関の不

正行為に対して行政指導とか少額（数億～数十億円）の制裁金程度で収束するのが常だった。

資本主義の本家本元・元祖の米国はかくも何故金融犯罪に厳しいのか考察試みた。

現実としてアメリカでは殺人を犯しても強姦をしても刑務所が満パイの為すぐに収監してもらえない場

合が多々あるが、確実に刑務所に収監してもらえる犯罪が、株価操作、インサイダー取引、汚職、脱税

そして独禁法違反等の金融犯罪である。アメリカでは金融犯罪はそのくらいすごい重大犯罪なのである。

なぜか？それは資本主義そのものへの真向からの挑戦だからである。故に資本主義が未成熟・未発達な

日本では上記の金融犯罪を微罪と考える社会的風潮があり法的にも微罪扱いで刑務所に収監されるケー

スほとんどない（アメリカでは有名なあのカリスマ主婦マーサも株のインサイダー取引で約一年間収監

された。）。更には資本主義先進国において、単身赴任、株式の損失補填、サービス産業こう言った事案

は絶対にありえない（日本では当たり前）つまり資本主義の精神が育っていない何よりの証拠と言える。
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ちなみに日本ではサラリーマンにとって一番の重罪は企業に対する裏切り行為だと断言出来る、つまり

日本では企業に就職すると言うことは運命共同体に加入する様なものなのだから。極端な例ではあるが

過労死など欧米では考えられない日本特有な現象と言える。

企業が運命共同体であり、共同体の要請が一般的規範より優先するケースをあげよう。かなり古いがあ

の有名なロッキード事件を思い起こせば、当時の関係する企業のトップや、企業そのものが告発された、

ところがそこでひっくくられた子分（重役）等は親分をかばったり、企業をかばったり、果ては自殺し

たり運命共同体を必死に守ろうとした。それでいて株式市場でインサイダー取引（リクルート事件等）

などは、ほとんど微罪あつかいであり、株で損失を出した暴力団幹部に対して損失補填した事案など、

この様な馬鹿げた行為は資本主義に対する重大な挑戦などとみじんも感じない一流企業トップの認識は

資本主義を根底から破壊するものであった。

以上を考慮すれば、資本主義先進国の中で日本が経済の退潮から抜け出すことが出来ず、日本資本主義

の終焉を迎えようとしていることは自明の理と言える。

今のままでは私の愛する日本は亡国とはならないが世界の中で存在感のない輝きを失した国となるのは

必然である。しかし再び輝きを放つ進取の気風に満ちた日本にカンバックする方法はある。それはアベ

ノミックスが未だ一度も唱えていない、かつての「貿易立国」に立ち帰ろうとの方針と二つ目はアベノ

ミックスでも言っている「観光立国」になる（２０００万人の訪日客を倍の４０００万人にする等）こ

の二つが大きな柱と言える。事実ここ数ケ月貿易における輸出額が増大しており又外国人観光客の数も

ここ３年で３倍になっている。

最後に政府の一部やマスメディアは日本悲観論を煽っているが例えば国の負債は１１７２兆円（国民一

人当たり９００万円）しかし国には６８０兆円の純資産があり実質純負債は４９２兆円（日本のＧＤＰ

より小さい）しかないこれなど会計システムの知識があれば容易に理解出来る。従って日本の負債は先

進国の中で飛び抜けて大きくはない。更に日本は世界一の金持ち国と言えるなぜなら対外純資産に日本

は３３９兆円あり二位のドイツは日本の半分程度しかない（ちなみに対外純負債国はアメリカで８８６

兆円二位イタリア三位フランス四位イギリス）。

国連はＧＤＰだけでは把握しきれない本当の豊かさを表す指標として

総合的な富福度報告書」と言う経済統計を発表している。これによれ

ば日本は一人当たりの豊かさでアメリカを凌駕してダントツの一位を

占めている。

それが物語るのは、今後人口が減少していくにもかかわらず。日本は

さらに世界が求める付加価値を生み出す余力があり、まだまだ稼ぐ力

があると見られている。

以上の論考から我々日本人はもっと自信を持って良い、そして幸福感

を持って良いと考えている。「日本資本主義の未来」はプレーヤーである我々日本人自身の意識と行動に

掛かっていると言って過言ではない。「頑張れ日本」！！

ＮＨＫテレビ 藤間寒菊会員の土家（つちや）を紹介
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ルルさんの休日

渡部豪太さんを迎

えて 2017.1.3
金沢市主計町

2 - 3
090-8097-4702 営

／ 10:00 ～ 17:00
休／月火 席／カウンター 3席、座敷 3室

2016～ 17 役員・理事・委員会

(役員）会長：若狭豊 ｴﾚｸﾄ：上杉輝子 副会長：藤間勘菊 宮永満祐美 幹事：武藤清秀 副幹事：大路孝之

会計：西村邦雄 SAA会場監督：布施美枝子 直前会長：魏賢任

（理事）クラブ管理運営委員長東海林也令子 奉仕プロジェクト委員長川きみよ

会員組織委員長 金沂秀 広報委員長矢来正和

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

(委員会)
クラブ管理運営委員長：東海林也令子 副：井口千夏

親睦： ◎井上正雄 大沼俊昭 勝山達郎 北山吉明 相良光貞 竹田敬一郎 道端勝太 村上咏実子 森眞一郎

衣川昭浩 山崎正美

例会：（プログラム/出席） ◎井口千夏 上田喜之 辰巳クミ 水野陽子

SAA： ◎布施美枝子 井上正雄 上田喜之

ニコニコ：◎表 靖子 井上正雄 矢来正和

友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP検討 ◎江守 巧 炭谷亮一 後出博敏

富山西 RCとの交流◎岩倉舟伊智 木場紀子 谷伊津子 野城 勲

金沢北 RCとの交流 ◎藤間勘菊 杵屋喜三以満 二木秀樹

その他友好クラブ ◎石丸幹夫 大路孝之 魏 賢任 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

直前委員長:東海林也令子
奉仕プロジェクト委員長：川きみよ 副：大路孝之

職業：◎村田祐一 永原源八郎 二木秀樹

社会（新世代・青少年を含む）：◎永原源八郎 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子

国際：

世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ◎炭谷亮一 岩倉舟伊智 大路孝之 勝山達郎 金 沂秀 西村邦雄

描き損じハガキ ◎江守道子 大沼俊昭 相良光貞 竹田敬一郎 野城勲 後出博敏 山崎正美

米山奨学会 ◎藤間勘菊 上杉輝子 大路孝之 土田初子

青少年奉仕 国際青少年交換(日韓など）◎大路孝之 上杉輝子 江守 巧 高田重男 宮永満祐美 吉田昭生

直前委員長: :水野 陽子

会員組織委員長：金 沂秀 副：魏 賢任

会員増強： ◎魏 賢任 井口千夏 北山吉明 高田重男

修練 （ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ） ◎北山吉明 杵屋喜三以満 木場紀子 吉田昭生

直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：表 靖子

広報: ◎上杉輝子 西村邦雄 矢来正和

ロータリー情報： ◎表 靖子 土田初子 布施美枝子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野村礼子

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） 【会員拡大増強委員会】 委員 魏賢任 【広報委員会】 委員 藤間勘菊 【ロータリー財団委員会】

カウンセラー 炭谷亮一 【ロータリー米山寄付推進担当】 委員 大路孝之 【危機管理委員会】医師 石丸幹夫

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://100rc.jp/
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 武藤清秀

クラブ例会予定
1/12 休会

1/19 末松 智氏

復元画家 ホテル日航金沢５Ｆ「松の間」

1/26 石田寛人氏

元チェコスロバキア大使 金沢学院大学名誉学長

ホテル日航金沢３Ｆ「ルミエール」
3/2 ルドビット・カンタ氏 チェロ演奏


