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第５６１回例会 平成２１年３月１２日(木) プログラム「クラブ奉仕委員会担当 松田泉委員長」
前回第５６０回例会[3 月 5 日（木）]の報告
於：東急イン
【会長アドレス】会長 右田省二
歴史は人間の愚かさの記録といわれ、同じ過ちを繰り返しています。1929 年の世界大恐慌の前、アメリカの
ウォール街が編み出した、消費者に借金をさせて株を買わせる「マージンローン」取引が流行しました。マー
ジンローンをサブプライムローンに置き換えれば、当時の大恐慌と今直面している金融危機の理由がいかに似
ているかが分かります。当時より今の金融危機が深刻なのは、危機が瞬く間に世界に拡がった点です。リーマ
ン・ブラザーズ破綻など一連の「九月アメリカ金融危機」の後、
「暗黒の十月」が世界を襲った。金融危機は欧
米からアイスランド、ウクライナ、パキスタンなどに波及して新興国経済は急減速し、アメリカビッグスリー
の経営危機など実態経済の悪化が顕著になっています。
「百年に一度の危機」ですが、将来を見据えてリスクを
とるものには「百年に一度の好機」になります。
話は変わりますが、ロータリーの世界大会がイギリスのバーミンガムで開かれます。そのイギリスが深刻な
状況に直面している。今回の金融危機で最も不名誉な国家破綻という烙印を最初に押されたのはアイスランド
だったのですが、同国では国内総生産（ＧＤＰ）の十倍近い資金をヨーロッパ各地から集めていたのですが、
実はその主な運用先がイギリスでした。ロンドンの不動産などに投資された資金の三分の一はこれら海外マネ
ーでしたが、金融危機の深刻化につれて世界から流入する資金は枯渇して、ポンドは史上最大の下落を記録し
ました。2007 年 1 ポンド 250 円台でしたが、2009 年 1 月末には 118 円となり、一年半前の半分以下です。企
業の倒産件数もウナギ登りで去年の四半期においては 21,000 社を超える企業が倒産しています。イギリスが誇
る高級陶磁器のウエッジウッドですら２５０年の歴史を閉じ、身売り先を探さざるを得ない状況です。2009 年
には新たに 38,000 社が破産すると言われています。過去、イギリスが良好な経済成長を遂げてきた背景には北
海油田の存在とロンドンの金融街シティに世界中から資金が流れ込んできたことが影響していました。ところ
が、今回の金融危機でシティの金融機関も軒並み破綻の危機にあります。イギリスの大手銀行３行の金融資産
を合わせると、その総額はイギリス国家のＧＤＰの三倍にも達すると言われております。不良債権を公的資金
で救済しようとしても全くお手上げ状態です。日本にとっても同じ島国イギリスの危機的状況は他人事とは言
えません。イギリスが陥った「ものづくりを捨て金融立国を目指す」という落とし穴に陥らないよう、製造業
の強化に重点を置くべきであるといわれています。アメリカの投資家はイギリスの凋落は「イギリスには何も
売るものがないというだけのことだ」と述べています。日本の製造業は 1990 年代の円高局面で、いったんは１
ドル８０円でも利益の出る生産改革を覚悟したときがあります。今こそ、科学技術立国の威信にかけ眼前の金
融危機を製造技術で克服する道を目指すべきと考えます。最後は明るい話で終わるのが、ベストでしたね、
「日本の将来には希望がある。」
【会務報告】幹事 国師博久
【ゲスト】米山奨学生 李海珠さん
① ロータリーの友、ガバナー月信をお取り下さい。
（右写真）
② 来週 3/12 例会後、定例理事会を行います。
（卓話者）日本画家 駒井敏行様
③ 志布志みなとＲＣ創立 10 周年記念式典ならびに
《次回（第 562 回）例会のお知らせ》
祝賀会が 5/23(土)志布志大黒リゾートホテルにて、
日 時：Ｈ21 年 3 月 17 日(火)18：30～
出水ＲＣ創立 40 周年記念式典・祝賀会が 5/31(日)
場 所：東急イン２Ｆ
ホテルキングにて行われます。出席希望者は幹事
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：鹿児島西ＲＣ・鹿児島城西ＲＣ
までお知らせ下さい。
との合同例会
＊３月 19 日（木）は例会はありません。

【ニコニコＢＯＸ】
◆池田耕夫君
・３月１日次男が香川県高松市で結婚いたしましたの
でニコニコです。
・私の日本画の師匠であります駒井敏行先生、来月フ
ランスに行く準備で忙しい中、本日の卓話宜しくお願
い致します。
◆平田宗興君
駒井先生、吉井賞おめでとうございます。本日は卓話
宜しくお願いします。
◆岩田政大君・国師博久君・重久哲也君
（テニス同好会）
駒井君、いらっしゃい。テニスの話じゃなく日本画の
話を宜しくお願いします。
《ニコニコ BOX 累計額 ￥２８６，０００－》
【ゴメンナサイＢＯＸ】
◆久保山芳昭君
２週連続欠席ごめんなさい。
《ゴメンナサイ BOX 累計額 ￥４２，０００－》

【プログラム】外部卓話
日本画家 駒井敏行様
「日本画とは」
日本画の発祥は中国・朝鮮半島
で、
奈良～平安時代に日本に伝
えられた。
日本画の名称は明治
時代に西洋画＝油絵に対する
語として生まれた。絵の具は鉱物質の
顔料が主で、天然の岩を砕いて粉末に
した岩絵の具、金属粉末などの泥絵の
具、水に溶ける水絵の具があり和紙に
描かれるのが一般的。その際前もって
使うのがにかわ（ゼラチン）です。
第 63 回南日本美術展に日本画「静と
動」を出品、第 17 回吉井賞を受賞し、
4 月より１年間ヨーロッパ（パリ）へ
留学します。何か吸収できたらいいと
思っています。
（別紙：プロフィール）

「友」インターネット速報より 2009 年 3 月 3 日 NO.371
イルミネーションとともに「End Polio Now」のメッセージ
子どもたちに身体の障害をもたらすこの恐ろしい病、ポリオを撲滅するというロータリーの約束を表す 3 語の
メッセージ、
「End Polio Now」
（今こそポリオ撲滅のとき）が、ロータリー創立 104 周年となる 2 月 23 日の
週、イギリス国会議事堂、ローマの円形競技場（コロシアム）、シドニーのオペラハウスをはじめ、数々の有名
な建造物外壁に映し出され、強烈な印象で人々の目を引きました。
スコットランドでも、エアーシアのカリーン城、グラスゴーにあるグリーノック市役所と議事堂、ドリニエに
あるアイリーン・ドーナン城など、
「End Polio Now」のメッセージが多くの建物に映し出されました。2 月 23
日の晩には、ニューヨーク、ロチェスターのハイ・フォールズ滝にも「End Polio Now」が投影されました。
イメージの投影のほかにも、世界中のロータリークラブは、ロータリー創立記念日の前後に、ポリオ撲滅への
認識向上と募金を目的としたさまざまな活動を計画しています。各地の活動は、ＲＩのホームページ
http://www.rotary.org/ja/MediaAndNews/News/Pages/090223_news_landmarks.aspx
でご覧ください。
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2009 年度米山奨学生の受入が決まりました。
地区で 12 名、鹿児島市で 9 名です。そのうち
インドネシア国籍のプルナマワティさん（女
性）の世話クラブとなりました。
カウンセラー希望者は幹事まで。

★例会時間・場所等の変更
ＲＣ

3 月 13 日（金）
3 月 16 日（月）
3 月 17 日（火）
3 月 17 日（火）

鹿児島ＲＣ
中央ＲＣ
東南ＲＣ
城西ＲＣ

3 月 18 日（水）
3 月 18 日（水）
3 月 18 日（水）
3 月 19 日（木）
3 月 19 日（木）

南ＲＣ
西ＲＣ
西南ＲＣ
東ＲＣ
北ＲＣ

プログラム
会員卓話 西本願寺 鹿児島別院
新入会員自己紹介
クラブフォーラム（会員増強）
★鹿児島西ＲＣ・鹿児島サザンウインドＲＣとの合同例会の
為 18：30～に変更
★クラブ定款に基づき休会
★３ＲＣ（城西・サザンウインド）合同例会 18：30～
ローターアクト生・活動報告
早朝例会 平田公園清掃 6：30～
２０周年記念事業委員会別発表⑥

例会場
山形屋
山形屋
ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
東急イン
ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
山形屋
ゆうづき
山形屋
東急ホテル

