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従事した三万人もの人がマラリヤと黄熱病で死亡。1904年
からアメリカ政府が工事を引き継ぎ、水路を閘門で区切って
船を上下させる閘門式としてパナマ地峡運河委員会が工事を
担当し、10年の歳月をかけて完成 1914年8月に開通した。

・パナマ運河 豆知識
＊ パナマ運河建設に1億5290万立米以上の土石が掘削さ

れました。もしもその土石を貨物列車に積み込めば列
車の長さが地球を4周するでしょう。

＊ 1914年8月15日「アレコン号」と呼ばれる汽船の運行
で運河が公式に開通しました。

＊ 3つの閘門及びゲイラード・カット
　 掘削水路に蛍光ランプが設置された事により、1963年

5月12日に運河の24時間運営が開始しました。
＊ パナマ運河の第3閘門閘室のサイズは、長さ427m幅

55mで、4つのサッカー場が入る大きさです。

・  運河拡張  
世界貿易の高まる需要に応え、パナマ運河拡張工事は
2007年9月に開始し、大洋間運河のキャパシティを2倍に
する目的で進められています。  
更に運河拡張は気候変動暖和にも貢献します。 それは、
大型船舶のパナマ運河ルート通航により、二酸化炭素排
出量が代替長距離ルートと比較して削減されるからです。

・ パナマ運河通過にたっぷり9時間位かかります。私はこれ
も夢だったスエズ運河とパナマ運河世界の二大運河を通
過したのだ! 感慨深い思いにひたりました。

 （寄稿文責　辻喜代子会員）

卓話「日本の未来とビジョン」
　 　 IQ BRANDING代表有限会社ココカラ 
　　 代表取締役　江上隆夫様

幹事報告（石原忠始幹事）
・ 本日は週報と「村松文彦初花 at 百段階段」展のパンフ 

レットを配布しました。
・  新年会の申込とクリスマス例会の費用振込又は12月の例

会中での持参をよろしくお願い致します。

青少年交換プログラム報告  
（地区青少年交換委員長　東京中央RC立花実様）

　青少年が異文化を理解し、国境を越えて友情と信頼を築
くことで世界平和を少しずつでも実現できると信じてロータ
リーはプログラムを運営しています。現在100ヵ国弱が参加
し、世界 400地区以上で8000人以上の青少年が交換留学
中です。青少年交換留学はRI推奨の常設プログラムで、世
界中のクラブがホストクラブとして交換留学生の支援に取り
組んでくれています。
　来年は東京中央新RCにもホストクラブをお願いすること
になっておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

「村松文彦初花 at 百段階段」展報告（村松南会員）
本日BOXにパンフレットをお配りしましたが、去年に続き

今年も正月元旦から6日まで目黒雅叙園にて村松文彦が新
年を祝う「初花」を展示致します。
　「百段階段」は昭和10年に建てられたものですが、桃山
風の豪華装飾は伝統的な日本の美意識の最高到達点の一つ
を示すものとして平成21年に東京都有形文化財に指定され
ました。初詣のお帰りに日本美溢れる「初花」展で優美な
お正月をお過ごしいただければ大変うれしゅうございます。
　有料となっておりますが、ご希望の皆様にはご招待券を用
意いたしましたので、後ほど事務局へお申し越し下さい。

寄稿
辻喜代子会員は2017年8月地球一周ピースボートで103日

間の船旅を終え、追加の紀行文をいただきました。今回は
前回に引き続き第2回です。

【パナマ運河】
パナマ運河は1881年頃からフランス人レセップスによって

海面式で建設工事が始まり、工事難で会社は倒産、工事に

・ 「④、⑤」は、いずれも寄付を行った地区に還元される補
助金量を増やすことで寄付を集めやすくする狙いがあるよ
うです。
　又、「グローバル補助金」が理想どおり運用できず、海
外のパートナークラブを見つけられないことから給付が行
われず、財団内にかなり滞留している事実をも示していま
す。
　（④…18R-46、⑤…18R-47）

・ 「⑥」は、人頭分担金について、2016年に5か年財務見
通しに基づき「年1ドルずつ増加」というRI理事会提案
がなされたことに対して、根拠データも示されないまま突
然動議により4倍増額「年4ドルずつ増加」が決議され施
行されるに至っている苦い経験に基づく反省です。
　通常の組織ではありえないことが起きてしまい、企業な
どでは当たり前となっている「人頭分担金」などの増額の
動議提案に前提資料の提出という規制を導入しようとする
ものと解され極めて妥当な意見といえます。
　（⑥…18R-50）

 （要約文責宮下）

元手の100倍のレバレッジ取引を仕掛けて利益を上げて
いく取引や、途中レバレッジ400倍取引にも手も染めたり
でなんとか毎月18万円の生活費を1年間不思議に稼いで
凌いでいました。

・やっと起業
　 38歳で念願の起業を果たし、ふるさと納税情報を循環さ

せる「ふるさとチョイス」を立ち上げました。ふるさと納税
をやったことのない人が多いので、まだまだ潜在市場は広
がると思っています。

　 ふるさと納税は地方の地場産業に貢献しており、誰にでも
ネット通販のように簡単にできます。

　 又、災害寄付をすでに50 億円以上集めました。
・  年内12月31日までに決済すれば、今年度所得の納税予

定額についてふるさと納税ができます。年収1億円の方は
400万円までできますから、是非挑戦して下さい。

　　ご清聴ありがとうございました。

「2018決議審議会投票結果について」  
  広報委員長　宮下文夫　

1  要旨
　2018年10月15日から11月15日まで開かれた地区代表
議員による「決議案」の投票結果が発表され、承認となっ
た決議は今後RI理事会による当否を審議されることにな
りました。

2  概要
　提起された決議案55件のうち、27件が承認。
　詳細は「My Rotary」から各会員がアクセス可。

3  特に興味を引く7つの決議案について以下のとおり説明し
ます。
・「①、③、⑦」は裏腹の関係にあります。

　いずれも、2016年版「標準定款」「標準細則」「手続
要覧」から組織運営と規律を定めた部分がほぼすべて削
除された結果、その削除の意味（拘束力の消滅か?）を
十分RIが説明していないことに端を発して、世界中のク
ラブ運営が混乱していることが底流にあると思われます。
　③の「ロータリー章典」の書籍化は、当クラブで問題
となっている「ロータリーマリッジ問題」にも資するところ
があり、是非実施していただきたいと考えます。
　（①…18R-4、③…18R-37、⑦…18R-55）

・「②」はとても興味深い決議です。
　分かりにくい表現ですが、昔ながら男性の会員しか入
れない方針を貫いているクラブを除名又は加盟拒否・資
格停止にしようという過激なもので、逆差別の問題も生じ
るように思われます。
　女性会員を入会させたクラブを国際ロータリーが加盟
取消にして裁判となった事案について、1987年（昭和62年）
アメリカ最高裁判決で国際ロータリーが全面敗訴した（そ
の時点で定款上入会資格は「成年男子」とされており世
界のロータリークラブで女性は入会資格がなかった）た
め、1989年定款が変更され、女性の入会が世界的に認
められるようになった事実に照らすと、この潮流の激変は
極めて興味深いものがあります。
　但、ロータリーの各種研修やセミナー、文献などにこの
アメリカ連邦最高裁判決の意義について触れているもの
がほぼ皆無である現状に対し、当クラブが意味のある一
石を投じるべく着 と々準備中です。
　（②…18R-13）

橋本はずき様 本日はお邪魔いたしました橋本で
す。鎌倉中央ロータリークラブ所属
です。よろしくお願致します。

片 山 典 之 様 東京南ロータリークラブの片山典之
と申します。本日はお邪魔致します。
よろしくお願いいたします。

秋葉良子直前会長 今日は卓話に日本橋ロータリークラブ
直前会長にお越し頂きました。粋な
方ですので、ぜひお聴き下さい。本
日は有難うございました。

小林真由美会員 遅くなりましたがBirthday cakeをあ
りがとうございました。

辻喜代子 会員 皆様今月十一月号「ロータリーの
友」広島東RC高橋昭八郎氏「遠い
春」16ページを御覧下さい!　私の
年代では胸キュンでした。

（鎌倉中央ＲＣ）

（東京南ＲＣ）

にこにこ合計16,000円 /今期累計199,000円

椎野登貴子会長 今日は田中結加さんが出席されま
す。うれしくてニコニコします。

福元智子会 長
エレクト あっという間に師走ですね。いい年

がおさめられるよう1ヵ月がんばりま
す。久しぶりに田中さんの顔が見れ
て嬉しいのでニコニコします。

早川和志 会計 忙しすぎるのでニコニコします。
秋葉良子直前会長 久し振りに江様と田中ゆかさんがお

見えになり、とてもうれしいです。
石川和子 会員 今日も元気です。ニコニコしま~す。

ゆかさん待ってたよ!
井関和美 会員 12月はとてつもなく忙しくなりそうです。

がんばりたい!のでニコニコします。
小磯優子 会員 華やかで楽しい12月になりましたの

でニコニコします。
小沼百合子会員 明日まで文化村ギャラリーで女子美

の先生と作品展やってます。お近くに
おこしの折はのぞいて見て下さいネ!

清 水みほ 会 員 平成最後の師走。みなさんが元気
に楽しく過ごせますように。

田中結 加 会員 みなさん本当にありがとうございまし
た。今日参加できましたことを心より
感謝申し上げます。

野呂洋子 会員 もう今年も終りですね。ニコニコします。
にこにこ合計27,000円 /今期累計226,000円

例会報告  第723回　2018年11月26日（月）
出席者21名+メーキャップ7名
（正会員58名-休会5名）

出席率 52.83%

本日の例会  第725回　2018年12月10日（月）
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プでも可能です。「東京ボランティアナビ」のWEBページか
ら入力申請できますので、どうぞご協力下さい。

使用済切手の寄付奉仕活動報告（丸山冨美江会員）
特別養護老人ホーム「聖明園」を支援するために当クラブ

では古くから使用済切手を受付のBOXで集めています。地
味な活動ですが、着実に役に立つ活動になっています。皆
様のご協力をよろしくお願い致します。

須永 珠代 会員

　こんにちは。先日の卓話を聞いていただいた会員も多いの
で、重複を避けて本日は私の生い立ちなどから起業までを中
心にお話したいと思います。
・  伊勢崎出身のUターン組  

私は、群馬県伊勢崎市出身ですが、近年地方都市で人口
が増えている不思議な街です。子どものころは田舎で伸
び伸びと暮らしていましたが、大学で東京へ出ました。私
は第二次ベビーブーマー世代で、就職を含めて競争が激
しく苦労しました。「東京で一人暮らし」というだけで会
社説明会にも出られず、しかたなく群馬県に帰って、地元
の小さな企業に入りました。

・Webデザイナーへ
　 ところが社内の先輩には、将来ああなりたいなと思える人

がいなくて、会社に幻滅して1年で退社しましたが、次の
仕事が見つからず、塾講師や派遣で凌いでいました。

　 29歳の時に「こんな生活を続けてはいけないな」「ネット
の時代なのだから」と思い、Webデザイナーの勉強をしま
したが、実際に働いた経験がないためなかなか正社員の
仕事に就けず、やはり派遣でデザイナー事務所のスタッフ
などをしていました。
・起業の決意と失敗
　 30歳の誕生日に、「このままではやりたい仕事に就けない

から、自分で起業するしかない」と決断し、小さなベン
チャー企業に入り起業を学ぶことにしました。ところが、
ここが・・・・企業で、残業月100時間が長すぎるとして
報道されていた時代に月200時間は当たり前でした。それ
でもいろいろな社長に会って、起業についてお聞きしてい
るうちに、ある社長に「起業するなら経理を学べ。Web
デザイナーなどやってる場合じゃない」と脅かされ、早速
経理を学んだりもしました。当時私の生活は、年収300万
円以下の一人暮らしで、貧困の中にありましたが、機は熟
したと思い起業することにしたのです。

　 ところがそのころ、2008年のリーマンショックが起きて、
起業どころかどこにも職がなく、数ヵ月は貯金でつなぎま
したが、又仕事も見つからず、前年の所得について税務
署の方が取立に来ても払うお金はなく、私は通帳を見せて
600円しかないところを見てもらう始末でした。

　 私がどうやって払ったらいいかと税務署の人に聞くと、「生
活保護を受けるためには月5万3千円以下のアパートに住
んでいないとだめだから、引っ越して生活保護を申請した
らどうか」と言われました。残念ですが、その引越費用
がなく、このプランも無理でした。
・  仕方なく最後の手段として、FX（外国為替証拠金取引）で、

幹事報告（石原忠始幹事）
・本日はロータリーの友とニューモラルを配布しました。
（本日理事会開催）
・田中みね子会員の退会了承。
・  受付当番予定者の欠席が多く手薄になっているのでしっ

かり確認していくことになりました。
・ グレートサンタランのクラブとしての寄付は、活動の実態

や組織の内容の説明をもう少し深めて次年度に再検討と
なりました。

・ ミャンマーへの国際奉仕委員会の立上げが決まりました。
・ 地区の「2020支援委員会」委員として野呂洋子会員の就

任を承認。
・ 次年度青少年交換留学生のホストクラブを東京あけぼの

RCと共同で引受けることが承認されました。
・  服部陽子地区ガバナーの要請で、「サイパン島台風26号

被害」に義捐金を集めることとなり、本日BOXをテーブ
ルに廻しますのでよろしくお願いいたします。

会長賞授受
　2017~2018年の活動につい
て、「会長賞」の表彰状が本日
届きましたので、改めて椎野登
貴子会長から秋葉良子直前会
長に授与されました。

12月のハッピーバースデイ
　宇野悟史会員（31日生れ）
　小磯優子会員（22日生れ）
　小堀彰会員（14日生れ）
　田中結加会員（15日生れ）
　村松南会員（3日生れ）

奉仕プロジェクト活動報告（委員長　井関和美会員）
・ 東京中央RC主催で当クラブ共催の子どもたち向けクリス

マスコンサート（12月13日、18:45開演予定）の受付係が
若干不足しています。ご協力いただける会員は事務局へご
連絡下さい。

・ 育成園のクリスマスページェント礼拝（12月25日（火）
17:30開始予定、子どもたちの劇もあり）にクラブ会員宛
ご招待が来ております。夏のキャンプに参加した会員は是
非、そうでない会員でもご希望のある会員は事務局へお
申し越し下さい。

2020オリンピックボランティアのお誘い  
（野呂洋子地区支援委員）
先 週も資 料 を配 布 致しました が、 東 京 都 が「2020 

TOKYO都市ボランティア」としてオリンピック向けのボラン
ティアを募集しています。9月から募集しているのでかなりの
応募が集まっているのですが、外国人の興味本位の申請が
多く、都としてはまず「日本語を話せること」を必須とする予
定で、かなりふるい落とされる見込です。そのため、都からロー
タリーに話が持ち込まれ募集を続行しています。18歳以上で
1日5時間で5日間から土日のみでも、家族・友人のグルー

協議を続け最終的に交渉を決着させています。現在トラ
ンプ政権は容赦なく中国を切りつけ、どんどんエスカレー
トさせており、具体的な交渉も始まっておらず落ち着きど
ころも不明な状態にあります。

・ 見えない3つの出口  
日本経済の長期的問題は人口減少（2050年前後に総人口
1億人割れ）、中期的問題は財政問題（社会保障費の
2025年問題）、短期的問題は金融政策（ゼロ金利）の出
口問題と言われています。  
人口減少は現在の出生率1.4が続くと、2050年前後には
1億人割れに至り、仮に2.7まで回復したとしても、2070
年過ぎには1億人を割り込み人口減少が止るのは2090年
代半ばと言われています。  
人生100年時代を迎え、過去に経験のない超高齢化社会
に突入することはまちがいなく、2010年に65歳以上1人
を64歳以下2.6人が支えていた人口ピラミッドは2060年
には1人を1.2人が支える構造になってしまいます。  
歴史的に欧州各国とを比較すると、日本は1872年から1990
年までに人口が3.55倍となり1億2300万人超となりましたが、
フランスは1.57倍の5600万人超、ドイツは1.93倍の7900
万人超、イギリスも2.20倍の5000万人超となっています。
仮に日本の人口が半減したとしても欧州主要国程度の規模
はあること、明治初期の日本の総人口は独仏と同程度であっ
たことを考慮する必要があるのではないでしょうか。  
財政問題の「2025年問題」とは、2025年に団塊の世代
が75歳以上になることが原因で、現在の日本の歳出の社
会保障費50%、国債費25%の比率が過大化し、歳入との
バランスを喪失するおそれがあることです。  
すでに日本の国と地方の債務合計は、1000兆円を超えて
おり、歳出と歳入のギャップが大きく開いたワニの口のよ
うに年々拡大化し国債等の借金で穴埋めされています。  
世界各国の高齢化率と国民負担率を相関させた図表を見
ると、日本は先進国の中で突出して国民負担率が少なく
高齢化率が高いことが分かります。ダチョウが危機に顔
を砂にうずめて目をそらすように、日本は「オーストリッチ
　コンプレックス」に陥っているのでしょうか。

・ 小話  
笑いの効用は医学の常識でもあり、「一笑一若一怒一老」
と言われるくらいです。小説は笑いをもたらすものですが、
そのパターンを分類すると、権力者・国民性・宗教・大馬
鹿・色話などです。色話は一番難しく、これが上手にでき
れば小説の大家と言われています。

・ 5歳の男の子の将来を心配した両親が将来を占うために、
聖書とリンゴと1ドル銀貨をテーブルに置いて部屋に一人で
息子を残して出掛け、その後帰って息子の様子を見ると聖
書の上に座って、リンゴを食べ、1ドル銀貨をポケットに
入れていました。妻が驚いて「これは何を意味しているの
かしら」と問うと、夫は「彼は政治家になるということさ」
と答えました。
・  後進国でゼネコンが建築プランを引受けたので役人に賄

賂として車を1台用意したところ、役人が「これまで賄賂
を受け取ったことは一度もない」と申立てて受取らなかっ
たので、ゼネコン側は「勿論お役人様の清廉潔白は信じて
おります。それでは車は1万円でお売りすることにいたし
ますので、それでいかがですか?」と再度申入れると、役
人はしばらく考えてから「そういうことなら取引だから2台
買おうかな」と言い2台目を求めたそうです。

 （要約文責　宮下）

日本橋ロータリークラブ直前会長
古沢  熙一郎　様

・ 秋葉良子直前会長からご紹介いただい
た古沢でございます。銀座グループの
会長幹事会でお会いした時に卓話の依
頼がありまして「小話」を予定していま
したが、秋葉さんから「真面目な話もし
てよ」とお達しがあり、先に固い「日本
経済の将来展望と課題」についてお話
してから本題に入りたいと思います。

・現在の日本経済の課題は、
　1　実感なき長期景気
　2　米中貿易戦争の行方
　3　見えない三つの出口
　4　2019年以降のイベントリスク
　にあると思われます。
・ 実感なき長期景気  

世界経済は、アメリカで2016年GDP成長率1.5%が2018
年予測2.9%、同じくECで1.8%から2.0%へ、中国で6.7%
から6.6%へ、日本では1.0%から1.1%へそれぞれ同時回
復してきています。  
日本のアベノミクス景気も戦後最長を目指す勢いです。現
在の最長は、小泉政権時代の「いざなみ景気」の73ヵ月
ですが、アベノミクス景気は2012年11月から2019年1月
に入れば「73ヵ月」を超える予定です。  
この景気がいつまで続くのかについて、教科書的には「在
庫や設備などの過剰」が景気悪化のきっかけとなってきま
したが、現在足元の経済指標はいずれも過剰感がなく、
むしろ不足感が強くなっています。従って、景気悪化のきっ
かけは、「海外経済の悪化、金融市場でのショック」など
の出来事となる可能性が高いといえます。  
問題点は「消費」が高齢化している点にも現れています。
消費支出の年齢別構成比では、「65歳以上」の割合が
2000年の18.4%が2016年には37.7%に増加しています。
高齢世帯の消費拡大は「貯蓄があるから消費できる」と
理由付けることができます。  
又、日本企業の貸借対照表の実態を統計から図示すると
2005年「投資有価証券」が164兆円であったところ2015年
には269兆円に増加し、資産合計は1592兆円となり過去最
高の249兆円の増加を示しています。「投資有価証券」の増
加は、海外子会社やM&Aで買収した系列会社が増えてい
ることを示し、日本企業が投資会社化しているといえます。

・ 米中貿易戦争の行方  
米国はすでに中国からの輸入総額5050 億ドルのうち500
億ドルに制裁関税を、2000 億ドルに追加関税を課し、中
国もアメリカからの輸入総額1300 億ドルのうち500 億ドル
に制裁関税を、600 億ドルに追加関税を課しています。  
今後アメリカが残る2670 億ドルの輸入分に更なる追加関
税を課す見込もあり、米中の制裁関税競争は収まりそうに
ありません。  
歴史は繰り返すと言われており、米中貿易戦争を1970年
から1980年代を通じて生じていた「日米貿易交渉」の推
移決着と比較してみましょう。日本は米国が実力行使をす
る前に輸出の自主規制を実施（1981年自動車自主規制実
施、1987年工作機械自主規制実施）、分野別に粘り強く
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