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■会長の時間  会長：佐久間 良直 

◇本日の会長の時間は私の雑談ですので、気楽にお付き

合いください。「パネルクイズ アタック２５」というク

イズ番組、ご存じでしょうか。令和３年９月に終了。４６

年の長寿番組でした。アタック２５に出場したいと思っ

ていたのですが、残念ながらその夢は叶いませんでした。 

予選会には行ったことはあります。予選会はテレビ朝日

系列の地方局、この辺だとメーテレで行います。葉書で応

募すると、予選会に呼ばれます。テレビ局の会議室に応募

者５０名くらいが集められます。最初に、３０問の筆記試

験を受けます。正解数の上位者数名が、プロデューサーの

面接を受けます。そして、後日、合否の通知が来ます。 

合格すると１年間出場資格が与えられます。１年間に番 

 

  

  

 

 

組から出場の連絡が来れば、めでたく本選出場となり

ます。これは、全国男女年齢などで４名がマッチング

されて選出されるため、合格通知が来ても当然に出場

できるわけではありません。私は、筆記試験、面接は

通過し、１年間の出場資格をもらいましたが、結局、

予選に呼ばれることはありませんでした。いまから１

３年くらい前の話です。上の子が生まれたころ、予選

会に行った記憶です。ちなみに、アタック２５に出場

した場合のギャランティーですが、当時のレートです

と、パネル１枚獲得すると１万円。パネルが０でも出

場料として１万円、パーフェクトだと５０万円がもら

えるというものでした。回答者としては出場できませ

んでしたが、大学生の頃、知り合いが出場するという

ことで観覧には行ったことがあります。懐かしい思い

出です。児玉清さんが司会のときでした。 

 さて、これをご覧ください。早押し機です。マイ早

押し機を持っています。２０人同時に早押しクイズを

することができます。特注で５万円くらいした記憶で

す。２０１１年、いまから１０年前に、美濃加茂ロー

タリークラブの新年会の企画で早押しクイズをしま

した。当時は、藤吉さんが親睦活動委員会の委員長で、

何かの拍子で早押機をもっているという話をしてし

まったので、企画をやってくれ、と頼まれました。私

が企画、問題作成、司会進行などをすべて行いました。 

 

 

本日のプログラム  

第２５８９回１０月１５(金)12：30～ 

会員卓話 

担当：亀井 俊哉 君 

 

 

 

次例会のプログラム   

第２５９０回１０月２２日(金)9：30～ 

柿の収穫支援例会 

場所：美濃加茂市下米田町 

≪四つのテスト≫言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか。２．みんなに公平か。３．好意と友情深めるか。４．みんなのためになるかどうか。 

 

 

前例会の記録 

第２５８８回１０月８日(金)12：30～ 

 

 
◇点鐘・・・・・・・・・・・会長：佐久間良直 

◇ロータリーソング・・・・・・我等の生業 

◇四つのテスト唱和 

◇会長の時間・・・・・・・・会長：佐久間良直 

◇行事  ガバナー卓話（DVD 視聴会） 

国際ロータリー第２６３０地区 

2021～22 年度ガバナー浦田 幸一 様 
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♥おめでとう 

ございます！ 

♥おめでとう 

ございます！ 

 

ということで、コロナの状況次第ですが、夜例会などで、

この早押し機を使ったちょっとした余興ができればいい

かなあ、と考えているところです。 

 

      

 

◆出席委員会        担当：鈴木 玄二 

例会回数 総員数 出席 補正 出席率 

本 日 ３４名 ２６名 ０名 ７６.４７％ 

先々 週 ３４名 １３名 ０名 ３８.２３％ 

◆親睦活動委員会      担当：藤吉 紀美 

◇８月・９月・１０月度の配偶者誕生日お祝い 

                 8/30 山口 憲夫 様 

                 9/11 小原真理子 様 

                10/16 藤井タヨ子 様  

              

            

     

                       

❤おめでとうございます！  

◆ニコニコＢＯＸ委員会   担当：藤川 敬太 

佐久間良直君：本日は、９月１６日に予定されていまし 

たガバナー公式訪問の代わりのＤＶＤの視聴で 

す。頑張りましょう。 

島田 紳助君：宜しくお願い致します。 

亀井 俊哉君：暑いですね。衣替えはしばらく先です。 

小原 岳史君：夫人誕生日記念祝い御礼。 

佐々木 晃君：コロナ感染症に関して 10月 1 日午前 0 

時を持って全面解除されました。治療薬の発売 

は年末、又は、来年の様です。現在コロナワク 

チン接種者に再感染(ブレークスルー)が発生し 

ているようです。獲得は免疫力の低下が原因 

と云われています。しばらくの間、マスク、手 

洗い、うがい、三密は守りましょう。まもなく 

インフルエンザも襲ってきます。注意！ 

石田 公司君：昨日、卓話に四日市ＲＣに行ってきまし 

た。緊張しました！ 

福井 哲朗君：本日はプログラム委員会の担当例会で 

す。宜しくお願いします。 

堀部 道朗君：衆議院選挙が始まります。だれが地元の 

為、考えて頂けるか、よく考えて投票致しまし 

ょうね。 

佐合淑美さん：お久し振りです。また、気持ちを新たに 

参加させて頂ききます。 

大野 博文君：本日の、第２６３０地区ガバナー浦田様 

DVD録画卓話楽しみにしています。 

井尾 達之君・高井 文洋君・藤吉 紀美君 

林  松美君・西田 逸夫君・堀野 義夫君 

福井 寛悦君・山口正子さん・酒向 信幸君 

大脇ちさとさん・安藤摩里さん・水谷美紀さん 

鈴木 玄二君 

 

◎幹事報告  幹事：島田 紳助 

☆他クラブの例会変更 

 

同 

文 

高山 RC→10 月の例会時間を 12：50～13：30 とし、食事は

なしに変更する。 

☆佐賀・長崎豪雨災害義援金再箱を回しています。 

 

 

 

■ゲスト卓話 担当：プログラム委員長 福井 哲朗 君 

◇皆様、出席ご苦労様です。本日はゲスト卓話を予定してい

ましたが、コロナ渦で中々難しい状況でございまして、今日

は９月１６日の開催予定のガバナー公式訪問合同例会が中

止となりまして、代替としてガバナーさんからＤＶＤ卓話の

録画が届いています。今日はそれを皆さんに視聴して頂きた

いと思いまして、本日の卓話とさせて頂きます。また、次週

は会員卓話で亀井俊哉君にお願いしています。楽しみにして

います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

■国際ロータリー第２６３０地区 

2021～22 年度ガバナー 浦田 幸一 様 (伊勢中央 RC) 

テーマ：「私が考えるロータリーの理念」                  

◇皆さん、こんにちは。 

                第 2630地区のガバナー 

の浦田でございます。 

今年度のガバナー公式 

訪問はコロナ感染拡大 

予防のため訪問するこ 

とが出来ませんでした。 

今日は DVD 映像にて私 

からのメッセージをお 

届けすることにしまし

た。エレクトからガバナーになるまで数多くの研修を受けて

参りました。昨年の７月から本年の５月まで、研修セミナー

がおよそ５０回、その間、「ロータリーの理念」のお話はた

ったの１回です。それは RI 会長の最初のメッセージの「超

我の奉仕の考え」、それ１回だけです。あとは、皆様に、会

員を増やしてもらうため、寄付をしてもらうための研修。そ

の話です。このままではロータリーは単なる慈善活動ボラン

ティア団体に成り下がってしまいます。先代より１００年積

み重ねてきた日本独自のロータリーの伝統文化は水の泡と

消してしまいます。私は、日本が培ってきたロータリーの思

想、理念を大切に思い、その話を地区の皆さんにお話したい

と考えています。ロータリアンが常に持ち続け、社会の為に

お役に立つためと、心の有り様、そういったことをお話した

いと思います。ロータリーは資本主義、自由主義に於ける倫

理運動と私はそのように考えています。私は、社会主義、共

産主義といったようなことはあまり良いとは思っていませ

ん。自由主義は素晴らしいと思っています。人々は助け合い

生きることを願っています。資本主義の父と言われる、渋沢

栄一から日本のロータリーを学んでいきたいと思います。 

渋沢の話の中で、論語と算盤という言葉をよく聞きますね。

渋沢は論語を学びその中で、仁と義を大切にしました。仁は

人への思いやりのこと。義は社会正義のこと。義の反対は利

で、自分の事だけを考えることです。義を重んじる“先義後

利”という言葉があります。社会正義全体を先にして、自分

の利益を後に回す。もう一つの解釈は、義を先にすれば利は 

 

 

本日の行事  委員会コーナー  

 

 

同

文 

 



 

 
後からついてくる。ということです。これは仏教の教え

の「利他即利」と同じです。自己の利益のためでなく、

他の人々の救済のために尽くす。利益を他人に与えるこ

とは自分の利益につながるということです。これは人に

優しい資本主義となります。渋沢栄一は資本主義という

言葉を使わずに合本主義と言っていました。合本とは、

何かと何かを合わせて足して新しい価値を見出だすこ

とです。渋沢栄一は明治に物質的な面でも豊かになった

世の中に精神的な豊かさを求め皆が満足できる社会(機

会平等)を求めました。「論語＝道徳」「道徳＝算盤」経済

の両立を目指すことです。渋沢栄一が言う合本主義は、

今で言うステークホルダー資本主義、つまり利害関係者

の為の資本主義ということになります。これは今企業経

営で最も重要になってくる考え方です。企業は株主だけ

のものではなく、従業員、取引先、顧客、社会の為に利

益を最大化しなければなりません。企業は公器です。 

世界の資本主義のリーダー、アメリカの話をしましょ

う。新自由資本主義、経済学者フリードマンの論は、他

者を打ち負かし、トップになり金と名誉をつかみ取る。

アメリカンドリームというこの言葉は誰にもチャンス

がありますね。一方で光と影の部分で本当に貧しい人た

ちが増えています。自由放任を主張したアダム・スミス。

公共事業など政府や市場に介入することで経済が上手

くいくと主張したケインズ。その理論を批判し再び自由

主義に光を当てて徹底的におし進めたのがアメリカの

経済学者フリードマンです。人間にとって何よりも大事

なことは自由である。人を殺し、物を奪ってはけないけ

れども、法に触れなければ人に迷惑を掛けなければ何を

やっても自由だという考え方です。かつてアメリカでは

禁酒法が執行され酒を造ることも飲むことも禁止され

た時代がありました。当時のマフィア、アル・カポネは

酒の密売を行い闇の世界が大きく拡大していきました。

それで裏で金儲けをします。逆に闇世界がはびこりま

す。それで全部自由にした方がいいというのがフリード

マンの考え方です。企業の社会的責任は利益を増やすこ

とにあると断言。法に触れずにしっかり儲けよというこ

とです。気があれば幾ばくか慈善寄付をせよ。新資本自

由主義が生み出した超富裕層ということがあります。世

界の資産の６割を持っています。資産は１０億米ドル、

つまり日本円で１千億円以上に人たちのことを超富裕

層としています。２,１８９人います。しかも２０２０年

４月から７月コロナ渦の中にその資産は２７.５％増加

したと言われています。まさに貧富の差が広がっていま

す。富裕層の蓄えが増えたということは低所得者層の借

金が増えるというサイクルに入っております。資本が暴

走するものですからブレーキが必要となります。それが

コロナで加速されているということになります。企業が

富裕層の株主に株式を発行した利益が銀行に預金され、

その預金を使って低所得者の住宅ローンに充当される。

それから派生してくる暴力、テロ、紛争、まさに本来、

人を豊かにする筈の資本主義が貧富の差を生み出し暴

走します。市場は倫理であると正当な使命であるよう

に、行き過ぎた行為が破滅を生み出しそこから脱落をす

る人々は大勢出て来ました。まさに危惧して世界７０億 

 

 

の未来にダボスマニフェスト２０２０(ダボス会議)は、

企業は顧客、従業員、地域社会、ありとあらゆる利害関

係者の役に立つ存在であるべきだという理念を強調して

提言しました。次回は２０２２年にシンガポールで開催

予定です。ステークホルダー資本主義につい手多く論じ

合うことになりなると思います。また、それに先立つこ

と２０１９年８月アメリカ経済連は全ての利害関係者に

利益をもたらす責任があると声明を発表しました。 

これは日本の経営者が長年主張してきた経営思想であ

ります。日本の企業は古くから「買い手よし、売り手よ

し、世間よし」という三方よしという近江商人の経営哲

学により、利益だけ追及するのではなく、お客様に満足

して頂くことと同時に社会へ貢献する。これを今も実践

しています。ステークホルダー資本主義の概念ですね。

古くからの教えを現代まで継承されています。自分より、

社会を重んじ、他者を第一に考える。これがロータリー

の「超我の奉仕」となります。 

もう一つ、「先義後利」、初めに渋沢栄一についてお話

しを申し上げました、人として当然あるべき道理をわき

まえ人が守る道徳を一番に考え他者で行う。「利益は追及

するものではなく、後からついてくるもの」。 

丹精を込め、真心を込めて、誠意をもって他者への思

いやりをもつことが大切です。東洋思想から派生した日

本らしい利他精神の「超我の奉仕」であります。 

自分を見つめ社会を裏切らす、人々のお役に立つこと。

ロータリアンがロータリアンとして常に心に備えて置く

ことが、日本らしい超我の奉仕だと思います。ステーク

ホルダー資本主義の先進国は日本であります。 

日本のロータリーの先人たちが１００年積み重ねてき

たロータリーの思想、哲学はこれからの社会に必ず必要

とされます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

  

 

             


