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先々週の出席率
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会員54名中４0名
91.84%
9/6 地区ガバナー連絡会・

東山ガバナーエレクト事務所
開所式（上越）へ
馬塲信彦君、韮澤喜一郎君、野崎正明君

こんにちは。挨拶をさせていただきます。
来年度、大渓年度で、我が南ロータリーよりアシスタントガバナーを出
すことになり、韮澤喜一郎さんを推薦することとなりました。来年のＩＭ
は、当クラブの主催となりますので、今週末のＩＭにご出席のメンバーの
皆様、会の運営、その他、チャックをよろしくお願い致します。

三条南ロータリークラブ

佐 藤

会長

嘉 男

興味深い記事がございましたのでご紹介致します。
アメリカ発の金融危機の影響から脱却できない国が多い中、中国のみは
政府の景気刺激策として投入された 5,860 億ドル（5 兆 6 千億円）によ
って目覚しい経済成長を遂げています。
本年第二四半期の経済成長率は 7.9％を記録し、ゴールドマン・サック
スが 8 月に発表した予測では、09 年通期では 9.7％の成長が見込まれ、
2010 年には 11.9％という驚異的な成長も可能になるということだそう
です。この調子で行くと中国が日本を抜き、世界第二の経済大国に躍り出
ることは間違いないでしょう。
このように勢いに乗る中国は、内需拡大路線を強力に進める中で、海外
からの天然資源や食糧等を大量に買い漁り、希少金属や穀物の戦略的備蓄
にも走っています。中国の鉄鉱石の輸入は昨年より 1/3 以上も輸入量を
増やし、各地の製鉄所はフル稼働状態になって、原油も昨年比 14％増と
過去最大となり、銅が 148％、ニッケル 75％、亜鉛 59％の輸入増にな
っています。銅は年頭約 3,100 ドルが 6,200 ドルに、ニッケルが
12,000 ドルが 20,000 ドルに相場が上がり、日本の銅とステンレスが
大きく値を上げています。
中国政府の増え続ける外貨の有効活用として、国内の高速道路網の整
備、鉄道整備計画、上海万博、などの巨大なインフラ整備事情に資源を

国際ロータリー会長 ジョン・ケニー [スコットランド]
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投入し、この性急なインフラ整備は、国内の自然環境を急激に破壊し、人心を荒廃させ、ひいては治安の悪化ま
でもたらしています。
この自然環境の破壊は、中国各地で土壌や地下水の「重金属汚染」を招いています。経済政策の 8％成長維持
を持続させるため、環境対策がおざなりになっていることが原因と見られ、中国各紙の報道によりますと、陝西
省では、14 歳以下の児童の検査をした 1,016 人の内 851 人が鉛中毒で、その内 174 人が基準値をはるかに
上回り入院したり・・・、これは鉛精錬工場の排水が飲み水である地下水を汚染したことが原因とみられ、農作
物汚染も指摘され、農民デモも発生しています。
湖南省でもマンガン精錬工場周辺の 1,958 人児童の 70％ 1,354 人の血液中の鉛が基準を超え、また、カドミ
ウム汚染で、
化学工場の周辺約 1 キロに住む市民 1,600 人の内 500 人以上が中毒となり、2 人が死亡しました。
江蘇省では、503 人が水質汚染によるヒ素中毒の恐れがあると伝えられ、雲南省では観光地の湖までヒ素汚染さ
れ、貴州省では水銀汚染が起きています。
中国では排水などの処理率は沿海部でも 6 割、内陸部では 3 割に満たず、国土資源省は全国の農地の 1 割以上
が重金属に汚染されていると見ています。重金属汚染の農産物は毎年 1,200 トンに達し、経済損失は 200 億元
（2,800 億円）と指摘しています。
もう 1 件、興味を持った記事をご紹介致します。
東京商工リサーチによりますと、創業 100 年を超える企業は全国で 21,066 社、調査対象の 2,096,963 社
の 1％で、地区別では近畿が多く、業種は卸売、小売業が 9,960 社で最多でした。
県内の長寿企業は 890 社あり、都道府県別では全国 5 位、企業全体に占める割合は 2.4％で全国 3 位でした。
本県の特徴は、石油産出が盛んだったことが創業のきっかけとみられるガソリンスタンドが多い点であります。
最高齢は 1,431 歳の大阪市の『金剛組』で、西暦 578 年の創業です。聖徳太子が四天王寺建立のため百済か
ら招いた宮大工が始祖でしたが、平成 18 年に倒産し、現在大手建設会社の傘下で再出発しています。
1000 年以上は、金剛組を入れて 8 社あり、200 年以上は 3,113 社あります。世界的には全体の 43％が日本
で、2 位のドイツを上回る圧倒的な世界第 1 位です。
この日本の「長寿企業大国」の要因は、
第１に 企業の近代的な各種マネジメントが“生活の知恵”として蓄積されていたという点
第２に 国内の市場経済が長期的に拡大した点（江戸時代 200 年、年平均 0.1％の成長）
第３に 家系の持続的成長を目指す強い意志、すなわち家系を続けることが絶対視されていたこと
と言われています。
アメリカの典型的な投機型資本主義が、昨年のリーマン・ショックが背景の 1 つでありますが、それ以前から
エンロン事件などアメリカ型経済の欠陥が指摘されていました。
持続的成長型ビジネスモデルを描くファミリー企業は、その対極に位置し、長い社歴を誇る日本企業の経営の
あり方にも注目が集っています。
長寿企業と一般企業との明らかな違いは、
「企業の目的」です。大企業、特に上場会社は、企業価値の極大化を目
的とし、株主からの短期の業績拡大が求められがちです。他方、長寿企業は、最大の目的は会社を持続させてい
くことです。創業者が、創業に込めた魂を道徳と商業が結びついた心学の思想を取り入れて、家訓として残して
います。
また、経営のタイムスパンが長いのも特徴で、一般企業が「短期 1 年、中期 5 年、長期計画なし」に対して、
「短期 10 年、中期 30 年（自らの経営期間）
、長期 100 年（孫の代までのビジョン構築）となります。
家訓、今でいう「経営理念」を中心にして、事業承継、会社の強みの認識を 3 本柱として長寿会社は自己のコア
-コンピタンスをきちんと理解して、それを強く打ち出していくことでユーザーの信頼を得ています、
事業の原点を見定めて、短期的な流行とか変化にあまり目を奪われすぎず、長寿会社のように、少し長期的な視
野をもって、今後経済構造がどう変わっていくのかを見定めた上で、新たな打つ手を模索していく大局着眼と細
心着手が求められています。

ロータリーの綱領・市民憲章朗読

会員・夫人誕生祝

結婚記念祝

荒 澤

威 彦

幹事

植木ガバナー事務所からのご案内
①第 1 回米山奨学委員長セミナー 開催について
日時 2009 年 10 月 3 日（土）11：30～15：00
会場 柏崎商工会議所 ５Ｆ 大研修室
※安達米山奨学委員長出席予定
②防災セミナー 開催について
日時 2009 年 10 月 3 日（土）11：30～17：30
会場 旧山古志村「ロータリーハウス」
新井ロータリークラブより 「創立 50 周年記念式典」 のご案内
日時 2009 年 11 月 8 日（日）13：30～17：00
会場 妙高市総合文化ホール
※馬塲ＰＧ、佐藤会長出席予定

東山ガバナーエレクト事務所より 事務所開設のご案内
所在地時
〒943-0834 上越市西城町 2-10-25 大島ビル 203
ＴＥＬ 025-527-3110 ＦＡＸ 025-527-3118
Ｅﾒｰﾙ higashiyama@rid2560niigata.jp
執務時間
月～金曜日 9：00～16：00
ロータリーの友事務所より 「ロータリーの友英語版」 発行のお知らせ
年 1 回 11 月発行 1 冊 525 円（税込み・送料込み）
ＲＩ第 2580 地区ガバナー事務所より 「第 8 回ロータリー全国囲碁大会」開催のご案内
日時
2009 年 11 月 14 日（土） 10：00～17：00
会場
日本棋院会館（東京・市ヶ谷）
主催：ロータリー囲碁同好会日本支部
ホスト：東京ＲＣ

～9 月 7 日 12,000 円
今年度累計 133,000～

先週の「夏忘れ例会」、親睦委員会の
メンバー御苦労様でした。楽しい一夜
を過ごさせていただきました。
今週の土曜、ＩＭです。来年は我が南ロ
ータリーが主催です。しっかり見て来て
下さい。

松 﨑 君

「夏忘れ例会」ご参加有難うございま
した。クリスマス例会もがんばります。
ＢＯＸに協力致します。

佐藤（秀）君

「夏忘れ例会」、急用で欠席しましたの
でＢＯＸに協力します。

荒 澤 君

7月、8月と2ヶ月経過しました。残り10ヶ
月です。

大渓君、田中君、銅冶君、野崎君、渡邊（光）君

馬塲（信）君

三条南選出のＡＧが韮澤喜一郎さんに
決まったとのことです。引続きいろいろ
とお世話になります。
健康に留意して頑張って下さい。
次年度アシスタントガバナーに韮澤さん
が決まりました。ご苦労さまです。
そして、おめでとうございます。

三野輪君

佐藤（嘉）君

野 島 君

ＢＯＸに協力します。
先週ギックリ腰になり、武藤先生に診
ていただきました。注射を打っていた
だいてすっかり良くなりました。
有難うございました。

中部名古屋みらいＲＣは、第 2760 地区【愛知県】と第 2630 地区【岐阜県・三重県】の財団学友や新世代
プログラムＯＢなどが中心となって発足した新しいクラブ。カンボジア出身の米山学友のコン・テイリさん
（2000-02 年／名古屋大学大学院／岡崎東ＲＣ）はその創立会員の一人です。

名古屋大学法政国際教育協力研究センターの准教授であるテイリさんは、カンボジアやベト
ナムの大学での日本法教育研究センターの開発に尽力してきたほか、この 3 月にはカンボジア
で比較法学会を設立するなど、精力的に活動しています。学友としては、第 2760 地区米山学
友会の監事を長年務め、ロータリーとの交流を続けてきました。世話クラブの岡崎東ＲＣとも
連携し、同クラブのカンボジア小学校支援プロジェクトにも協力しています。
「これまでも母国の力になりたいといろいろな取り組みをしてきたが、これから中部名古屋
みらいＲＣの仲間と一緒に何が出来るかを考えていきたい。米山奨学生としてロータリークラ
ブで学んだことをロータリークラブの一員として、皆と力を実践していくのが楽しみです」と入会の抱負を語っ
てくれました。
テイリさんは、米国のハーバード・イェンチン研究所の Visiting Scholar（客員研究員）として招へいを受け、
今夏アメリカのボストンに渡ります。11 ヶ月の滞在期間中、アメリカ国内のロータリークラブにもメークアッ
プに訪れて、米山記念奨学事業のことや日本のロータリーの活動について紹介してくる予定です。

ロータリーの友9月号についてご紹介いたします。
今月は新世代のための月間にちなみ、青少年をテーマにした記事の掲載が
多いように感じます。

9 月号紹介

1

初めに表紙について触れてみたいと思います。
祭りをテーマにした写真で飾られていますが、何れもロータリアンの
力作です。一方は神輿が揺れてる力溢れる写真です。しかし、神社の
神輿ではなく、横浜市の中央卸市場の業者が市民に感謝をこめて催す
「横浜市場祭り」の神輿です。
一方は日本三大奇祭の一つ「蛸舞式神事」という行事です。丸い大
きな梁にまたがって抱きついた蛸役の一人を足役の八人が一度に八回
転させる、三大奇祭の名にふさわしい神事です。（縦組みＰ31）

2

ＲＩ会長、ジョン・ケニーは重要な青少年プログラムとしてインター
アクト、ローターアクト、ＲＹＲＡ，青少年プログラムはロータリー
にとっても最も重要なプログラムの一つです。
「青春は我々の栄光の時代だ」と新世代のための月間にメッセージを
おくっています。（横組みＰ１）
新世代のための月間に寄せる記事は青少年交換によるもの、特に我が
クラブでの経験したホストファミリーのことが記載されています。
・・・下呂ＲＣ （横組みＰ６）
恵まれない子どもたちに古着を送る、クラブ行事など、等など
・・・相模原東ＲＣ （横組みＰ10）

3

バーミンガム国際大会の基調講演者 ミア・ファローはベテラン女優で
ポリオの生存者でもあります。
アフリカ、スーダンのダルフールで起こっている大虐殺の終焉をロー
タリアンに訴え、彼女はまた、ポリオ撲滅におけるロータリーの活動
をたたえました。

4

国内では、2640地区の地区大会の講演の要旨が記載され興味深い内
容でした。関西医療大学名誉学長 八瀬善郎氏の講演はグアムの原住民
に多発した神経疾患とグアムのジャングルで生き延びた横井庄一氏の
洞窟の生活と、強靭なまでの精神力を描写した「自然と人」と題した
講演でした。

クラブ会報委員会

エゴン・シーレ （1890－1９１８）
「アントゥール・
レスラーの肖像」 1914 年
＊宮城県美術館
E.SCHIELE
ロータリーの友 1989 年 11 月号表紙より

長谷川晴生

