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11 月 15 日の地区大会には、多数の皆様の参加を頂きまして誠に有難う
ございました。一つの公式事業を終える事が出来ました。
話は変わりますが、私には縁がないのですが、金・銀・プラチナと言
うと、皆様はどんな会社を思いうかべますか？「田中貴金属工業」この
会社の名前は、ほとんどの方が知っていると思います。この会社などを
傘下に持つ TANAKA ホールディングスが、今年の７月に創業 130 周年を迎
えました。日本橋茅場町で両替商「田中商店」として創業してから貴金属を中心とした事業で業績を
拡大し、現在では国内トップクラスの貴金属取扱量を誇る規模にまで成長しました。
貴金属ジュエリーや資産運用金地金、プラチナなど貴金属取引のイメージが強いのですが、この会
社のグループの取扱量の７割は、産業分野が占めています。創業から間もなく、白金工業用製品の国
産化を成功させるなど同社は貴金属産業製品の分野でも草分け的な存在になっています。現在でも世
界トップシェアを有する＊ボンディングワイヤや燃料電池用白金触媒など数多くの貴金属製品を供給
しています。
一方で、貴金属を含むスクラップなどから貴金属リサイクルや、日本障害者スポーツ協会のオフィ
シャルパートナーを務めるなど、さまざまな形で社会貢献にも携わっています。創業 130 周年を機に、
1999 年度から毎年実施してきた貴金属に関わる技術開発・研究への助成金事業の取り組みを拡大する
ため、
「田中貴金属記念財団」も設立しています。今後も貴金属は自動車、半導体などのあらゆる産業
分野で欠かせない素材になっています。
宝飾品販売としてのイメージしかありませんでしたが、幅広く商売をし、また社会貢献に力を入れ
ている、素晴らしい会社なのです。
会社の規模や売り上げに大小はありますが、各会社や一人一人が社会貢献をしていく事が、とても
大切な事かと思います。ロータリー活動の原点がそこにあるのかなと再認識させられました。
＊ボンディングワイヤとは、直径十数マイクロメートルから数百マイクロメートルの、金・アルミニウム・銅など
のワイヤを用いて、トランジスタ、集積回路上の電極と、プリント基板、半導体パッケージの電極などを、電気
的に接続する方法。
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会

員

表

彰

誕生祝

(10 月)坪内 馨会員

結婚祝

岩崎昇一郎会員、齋藤孝之会員

幹

事

報

(11 月)篠崎三智雄会員、飯嶋一成会員

告

1.

佐野東 RC より現況報告書が届いています。

2.

佐野 RC・田沼 RC・足利 RC より週報が届いています。

3.

佐野ユネスコ協会より活動研究会の冊子が届いています。

4.

ロータリー国際大会（韓国・ソウル）について参加者募集

5.

11 月 24 日 第 6 回定例理事・役員会があります。
「新そば」例会終了後、高齢者センターにて行います。
宜しくお願い致します。
第 3 回クラブフォーラム

ロータリー財団委員会

齋藤孝之委員長

10 月 16 日(土)、青藍泰斗高等学校文化祭にて、財団補助金(地区補助金)による支援事業の一環で
ある、社会福祉法人瑞宝会カーサパラディソ様への、市内巡回清掃用具一式の贈呈式を実施しました。
当日は、インターアクトクラブのメンバーにも同席していただき、文化祭会場にて多数の会員出席の
もと執り行うことができました。出席会員の皆様には、改めて御礼申し上げます。
さて本年度の財団寄付についてですが、ご承知のように、一人当たり寄付金目標が、従来の 130 ド
ルから 150 ドルに増額となりました。当クラブでは、1 ドル 110 円程度のレート換金で年会費と一緒
に皆様からいただいておりますが、円安の影響で、1 ドル 124 円程度の納付となります。単純計算し
ますと 1 人当たり 4,300 円程の不足となり、会員総数ですと 146,200 円が不足しています。会員皆様
には、これらの事情をくんでいただき、例年にも増しての寄付金の増額をお願いするものであります。
卓

話

「清貧」

須藤功一会員

『世界で最も貧しい大統領の衝撃的なスピーチとは？』
ウルグアイの大統領ホセ・ムヒカは、世界で最も貧しい大統領として知られている。彼はその資産の 80%を
寄付し、個人資産は約 18 万円相当の 1987 年型フォルクスワーゲン・ビートルのみで、郊外の質素な住宅に
暮らしている、稀有な指導者だ。
給与の大部分を財団や政府のプログラムなどに寄付し、月 1000 ドル強で生活する彼の姿は、世界中から関心
を集めている。
そして、昨年 7 月に開かれたリオ会議（Rio+20）でのムヒカ大統領のスピーチは多くの人々に衝撃を与えた。
ウルグアイのような小国の代表のスピーチはもちろん後回しにされ、それに耳を傾ける人はほとんどいなか
ったが、彼はその場で経済の拡大を目指している現代社会に対して明確な警鐘をならしたことで、全世界へ
と広まった動画が、大きな話題を呼んだのだ。
↓
『スピーチ』
この場所にいらっしゃる全ての政府、そしてその代表の方々に感謝申し上げます。また、リオ会議に招いて
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いただいたブラジルのジルマ・ルセフ大統領にも感謝申し上げます。
これまで素晴らしいお話をされてきたプレゼンテーターの方々にも感謝申し上げます。国を代表する者とし
て、人類にとって必要となる国家同士の話し合いをおこなう素直な志がこの場所で表現されていることと考
えています。
しかし、私が抱いている厳しい疑問を述べさせて下さい。
今日の午後から、これまで議題となっていたことは持続可能な発展と世界の貧困を撲滅することでした。我々
が真に抱いている問題とは、一体何なのでしょうか？現在の豊かな国々が辿ってきた発展と、その消費モデ
ルを真似することでしょうか？
質問をさせてください：ドイツ人が一世帯で持つ車と同じ数の車をインド人が持てばこの惑星はどうなるの
でしょうか？
呼吸をしていくための十分な酸素は残るでしょうか？同じことを別の質問で言うならば、西洋の富かな社会
がおこなっている“傲慢な”消費を世界の７０から８０億人もの人々がおこなうための至言は、この地球に
存在するのでしょうか？それは本当に可能でしょうか？
あるいは、異なる議論が求められるのでしょうか？
なぜ我々は、このような社会をつくってしまったのでしょうか？
市場経済の子どもたち、資本主義の子どもたち、すなわち私たちが間違いなくこの無限ともいえる消費と発
展を求める社会をつくり出してきたのです。市場経済が市場社会を生み出し、このグローバリゼーションが
世界の果てまで資源を探し求める社会にしたのではないでしょうか。
私たちがグローバリゼーションをコントロールしていますか？あるいはグローバリゼーションが、私たちを
コントロールしているのではないでしょうか？
これほどまでに残酷な競争によって成り立っている消費社会の中で、
「みんなで世界を良くしていこう」とい
う共存共栄な考え方はできるのでしょうか？どこまでが仲間でどこからがライバルなのですか？
このようなことを述べるのは、リオ会議の重要性を批判するためではありません。むしろ、その反対です。
我々の前に立っている巨大な危機は環境問題ではないのです。それは、政治的な危機なのです。
現代においては、人類がつくりだしたこの大きな勢力をコントロールしきれていません。逆に、この消費社
会によって人類はコントロールされているのです。私たちは発展するべく生まれてきたわけではありません。
幸せになるため、この地球にやってきたのです。人生は短く、すぐ目の前を過ぎてしまいます。命よりも高
価なものは存在しません。
常軌を逸した消費は世界を破壊しており、高価な商品やライフスタイルが人々の仁政を破滅させているので
す。社会は消費という歯車によって回っており、我々はひたすらに早く、そして大量の消費を求められてい
ます。もしも消費がストップするならば経済が麻痺して、そうすれば不況の魔物が我々の前に現れるのです。
常軌を逸した消費を続けるには、商品の寿命を縮めて出来るかぎり多く売る必要があります。つまり、１０
万時間持つ電球をつくれるのに、１０００時間しか持たない電球しか販売できない社会にいるのです。それ
ほど長く持つ電球は、市場社会に良くないのでつくることはできないのです。人々がより働くため、そして
より販売するために「使い捨ての社会」を続ける必要があるのです。
悪循環にお気づきでしょうか？
これはまぎれも無く政治問題ですし、我々はこの問題を異なる解決方法によって世界を導く必要があるので
す。石器時代に戻れとは言っていません。市場を再びコントロールする必要があると言っているのです。私
の考えでは、これは政治問題なのです
昔の賢明な方々、エピクロス、セネカやアイマラ民族までこんなことを言っています。
「貧乏な人とは、少ししかモノを持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人
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のことだ」
この言葉は、私たちの議論にとって文化的なキーポイントだと思います。
国の代表者としてリオ会議の決議や会合にそういう気持ちで参加しています。私のスピーチの中には耳が痛
くなるような言葉がけっこうあると思いますが、みなさんには水源危機と環境危機が問題源でないことを分
かってほしいのです。
根本的な問題は私たちが実行した社会モデルなのです
そして、改めて見直さなければならないのは私たちの生活スタイルだということです。
私は環境資源に恵まれている小さな国の代表です。私の国には３００万人ほどの国民しかいません。でも、
世界でもっとも美味しい１３００万頭の牛が私の国にはあります。ヤギも８００万から１０００万頭ほどい
ます。私の国は食べ物の輸出国です。こんな小さい国なのに領土の９０％が資源豊富なのです。
私の同志である労働者たちは、8 時間労働を成立させるために戦いました。そして今では、6 時間労働を獲得
した人もいます。しかしながら、6 時間労働になった人たちは別の仕事もしており、結局は以前よりも長時
間働いています。なぜか？バイク、車、などのリポ払いやローンを支払わないといけないのです。毎月２倍
働き、ローンを払って行ったら、いつの間にか私のような老人になっているのです。私と同じく、幸福な人
生が目の前を一瞬で過ぎてしまいます。
そして自らにこんな質問を投げかけます。
それが人類の運命なのか？
私の言っていることはとてもシンプルなものです。発展は幸福を阻害するものであってはいけないのです。
発展は人類に幸福をもたらすものでなくてはなりません。愛情や人間関係、子どもを育てること、友達を持
つこと、そして必要最低限のものを持つこと。これらをもたらすべきなのです。
幸福が私たちのもっとも大切なものだからです。環境のために戦うのであれば、人類の幸福こそが環境の一
番大切な要素であるということを覚えておかなくてはなりません。

各 委 員 会 報 告

【会員増強委員会】

酒庭和一委員長

11 月 1 日(日)宇都宮グランドホテルにて開催され、
葛生クラブから小曽戸会長、本島幹事、片柳さん
酒庭

計 4 名で出席いたしました。
第 1 部 ロータリー公共イメージについて
第 2 部 会員増強について

【ロータリー家族委員会】

篠崎三智雄委員長

・11/24(火) 新そばを楽しむ会

｢高齢者センター｣

・12/15(火) 第 2 回小曽戸会長杯ゴルフコンペ
東武藤が丘カントリー倶楽部
忘年会 PM6:00～
【米山記念奨学会委員会】

AM8:30 集合

｢味楽｣

新田 実委員長

・寄付は、本日と次回集めますので、宜しくお願い致します。
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出席状況報告

岩 崎 委 員 長

本日の出席
本日の欠席者

会員数

義務出席者数

欠席数

事前メーク

出席率

36 名

24 名

6名

0名

83.3％

伊藤

大嶋 奥澤

塩島

関野

吉澤（浅）会員

前回の出席

前例会日

欠席数

事前メーク

修正出席率

(修正)

10/27

5名

0名

86.1％

・アシスタント

欠席の連絡

関塚

TEL ６１－００７５（サムディー）

・例会場 (当日連絡の場合) TEL ８５－４４５１
ニコニコＢＯＸ報告

岩 崎 委 員 長

長島先生、今年も予防接種有難うございます。
小曽戸健治君

11 月 15 日の地区大会には、多数の皆様の出席を頂きまして有難うございした。
齋藤 R 財団委員長 クラブフォーラム、須藤さん卓話（代打）有難うございました。
11 月 13 日佐野市新庁舎開会式、フランス在住の高橋久雄先生が描かれたフレスコ壁
画(4×7m)の除幕式に出席して…。是非ご覧下さい。

駒形忠晴君

地区大会お疲れ様でした。地区功労者 田澤ガバナー補佐、ルーキーオブ・ザ・イヤ
ー

中野さん、受賞おめでとうございました。

また、長寿会員表彰 野部会員、奥山会員おめでとうございました。
本島佳明君

地区大会に多くの皆様の参加ありがとうございました。
又、本日インフルエンザの予防注射ありがとうございました。
今回も、インフルエンザの予防接種をして頂きありがとうございます。過去 2 年間、

中野勇夫君

お陰様でインフルエンザにはかかっていません。今回も無事かからないよう期待しニ
コニコへ投入させて頂きます。長島先生ありがとうございます。

奥山國之君
横塚信也君

長島先生ありがとうございました。今年も、インフルエンザに罹らずに済みそうです。
長島先生、スタッフの皆さんお世話になりありがとうございました。
田澤さん 4 回目のホールインワンおめでとうございます。あやかりたい。
昨年の 11 月 23 日から約 1 年ぶりにホールインワンをまたまた達成してしまいました。
11 月 11 日、唐沢ゴルフ倶楽部三好コース 6 番ホール、164 ヤード、5 番アイアンでシ
ョットでした。従って、1 年間で 2 回の快挙となります。同伴競技者は金子重雄氏と

田澤秀文君

太田哲男氏です。因みにスコアーは、42・42、グロス 84 ストロークでした。都賀カン
トリー、足利カントリー、昨年の唐沢三好に続いて 4 回目となりますが、よく交通事
故を起こす人は、繰り返し事故を引き起こすと言いますが、ホールインワンも同じみ
たいです。ここまで来たら、5 回目も狙いに行きたいと考えています。
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福島秀治君

長島先生いつもありがとうございます。

小林祥郎君

インフルエンザの注射有難うございました。
長島先生、インフルエンザの予防注射ありがとうございます。

新田 実君

又、米山記念奨学会の特別寄付をお願いしております。
皆様のご理解とご協力を宜しくお願いします。

酒庭和一君

長島先生、インフルエンザ予防注射ありがとうございました。

谷

長島先生ありがとうございます。これで、今年も安心して仕事に頑張れます。

和文君

中田英昭君

久々に、バイクでサーキット走行してきました！楽しいですョ～。
本日、インフルエンザワクチンを接種させていただきました。高須先生が心をこめて

長島 徹君

接種しましたので良く効くと思っております。今年のワクチンは、昨年より値上がり
しています。

八下田幸三君
関口文雄君
須藤功一君

長島先生、ワクチン注射ありがとうございます。
これで元気に歳末商戦ノリきろうと思います。
長島先生、スタッフの方、本日はインフルエンザ予防接種ありがとうございました。
この冬はこれで安心です。
長島先生、インフルエンザ予防接種ありがとうございました。今シーズンも安心して
過ごせます。又、ピンチヒッターでの卓話を聞いていただきありがとうございました。
インフルエンザ予防接種ありがとうございました。既にかぜを引きましたが、この冬

齋藤孝之君

はこれで乗り切ります。
併せて、結婚祝ありがとうございました。31 年になります。

篠崎三智雄君
片柳克敏君
永井治寿君
土屋 登君
飯嶋一成君
齊藤 茂君
岩崎昇一郎君

誕生祝をいただきありがとうございました。
地区大会

9:00～18:00 まで盛況でした。タイ バンコクからみえられたビチャイ・

ラタクル氏 90 歳の講演に感動しました。
長島先生、インフルエンザ予防注射ありがとうございました。
本校野球部が、来年春の甲子園の 21 世紀枠栃木県代表に選ばれました。
須藤会員 卓話ありがとうございました。
誕生祝をいただきありがとうございました。もう誕生日もうれしくなくなりました。
まだまだニアピンよりドラコン目指して頑張ります。
長島先生、スタッフの皆様、ありがとうございました。
元気に冬を越せる様、気をつけて参ります。
妻の誕生祝と結婚祝を頂きましてありがとうございます。
また、長島先生には、インフルエンザの予防接種ありがとうございます。
誕生祝を頂きありがとうございます。また、妻の誕生日にはお花をありがとうござい
ました。お祝いを頂けるのは、孫からとロータリーだけです。そんな年になりました。

坪内 馨君

また、インフルエンザ注射ありがとうございます。
先月 10/18～20 壇信徒の皆さんと一緒に高野山、大覚寺、本山長谷寺へと団参に行っ
てまいりました。駒形さん、新田さん、須藤さんお世話になりました。

関塚孝子さん

今年も安心して冬が越せそうです。長島先生、ありがとうございました。
会報委員会

委員長

塩島達人

副委員長
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