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第 2134 回 令和 2 年 10 月 15 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
我らの生業

３．ビジター・ゲスト紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

会報

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．米山月間卓話
10．点 鐘
11．

本日の例会案内
＊米山月間卓話―井上博功君
＊例会終了後プログラム委員会

第 2133 回 例 会 内 容 （ 10/8 ）
☆会長の時間
長谷川 修身君
回 例 会 内会長容(7/9)
皆さんこんにちは。
まず初めに病気療養中だった
曽我部幸夫君が復帰されまし
た。とても嬉しい事です。
また先週の夜間例会は久し振
りの懇親会だったので参加者も
多く大盛会になりました。親睦
委員会のみなさんご苦労様でし
た。
さて、今日は日向市特産の柑
橘類「へべ酢」の話をしたいと思います。へべ酢は最近で
は全国的に需要が高まり売り上げが伸びているそうです。
そこで県は今まで日向市など特定の地域しか栽培できな
かったのですが、2017 年頃から県内全域で栽培が解禁に
なったそうです。私は実家に帰ると日向市駅の中にある
（日向物産館）によく足を運びます。売り場ではへべ酢の
ケーキ、饅頭、プリンなどお菓子類からタレ、ポン酢、胡
椒など調味料、へべ酢に付け込んだ豚肉、地鶏のほかにも
へべ酢の餃子などがあり帰るたびに種類が豊富になって
いるような気がします。もともとへべ酢は日向の富高村
の長宗我部平兵衛さんが偶然山で自生しているのを見つ
け、味と香りが良かったので接ぎ木をして近所の農家に
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高鍋ロータリークラブテーマ
『高鍋 RC ブランドの確立を目指そう！』
RI 会長テーマ 『ロータリーは機会の扉を開く』
第 2730 地区テーマ 『不昜流行・ロータリーの
基本を堅持し、変化に適応するクラブを』
10 月の月間テーマ
経済と地域社会の発展月間・米山月間
次回例会案内；10 月 22 日（2135 回）
＊外部卓話―高鍋警察署長 上平賢一様
＊100 万㌦ランチ BOX
配ったのが始まりで、その苗を娘さんが嫁に行くときに
持たせる事で他の地域に広まったそうです。先週私が持
参したへべ酢もその苗から収穫されたもので百年以上経
った古木から収穫した物です。全国に売り出そうとした
のは今から四十年くらい前に大分県の平松知事が始めた
「一村一品運動」からですが日向市でも何か特産品を売
り出そうと目につけたのがへべ酢でした名前も「平兵衛
酢」から現代風に「サンズ」とに売りだしましたが最初は
あまり売れずに苦労したようですが日向市と生産者の努
力とで少しずつ販売が伸びていったそうです。その時に
名称も元の「平兵衛酢」に戻したそうです。私の同級生も
数名がへべ酢農家です。みんな生産量を増やしていきた
いととても意欲的です。
高鍋ロータリーの皆さんも消費にご協力下さるとあり
がたいです。特に【酎ライム】ならぬ【酎へべ酢】は逸品
です。

＜理事会報告 2020.10.8＞
1.ガバナー公式訪問（11 月 26 日）当日 100％の日承認
2.台湾国際大会参加の件（2021.6.11～15）回覧承認
3.米沢上杉ロータリークラブ来訪の件（11 月 12～14 日）
12 日夜の歓迎会への参加者回覧 承認
4.夜間例会＆クラブ研修会の件（2020.10.29）
＊当日新入会員オリエンテーションも開催
5.赤い羽根共同募金街頭募金活動（11 月 16 日）承認

☆幹事報告
幹事 緒方 隆憲 君
＜文書案内＞
＊地区青少年交換派遣学生帰
国報告会開催中止お知らせ
＊日本ボーイスカウト宮崎連盟
より助成金のお礼

☆米山奨学生奨学金授与＆近況報告

サブリアンシャ リズキカ アクバル君
皆様こんにちは。私は 10 月に博士課程 3 年生になりま
した。卒業するには 2 回国際大会でのプレゼンテーショ
ンと国際論文を 2 つ書く必要があります。
今まで 2 回国際学会でプレゼンテーションをしました。
また、国際論文も一つ公開しました。しかし、あと一つ
国際論文を書かなくてはなりません。最後の研究は、凄く
難しいと思います。しかし、皆様の支援と奨学金のおかげ
で私は自分の研究に集中することができました。
本日は素晴らしい機会を頂きまして誠にありがとうご
ざいました。
最後にインドネシア語でありがとうございますを言い
ます。 “TERIMA KASIH”
☆10 月の月初めのセレモニー
お誕生日おめでとう❣
長谷川君
図師君
井上君

結婚記念日おめでとう❣

黒木君

長濱君

☆会員卓話
緒方 隆憲 君
経済成長という病のなかでの子供たちの将来
自分は、現在、司法書士で不動
産や会社法人の登記手続、成年後
見人や不在者財産管理など家事
事件の書類作成、あまり紛争性の
ない時効取得、140 万円未満の売
掛金、賃貸借に関する裁判手続で
飯を食わせてもらっている身分
です。
しかし、自分は実は経済学部出
身です、大学でも地方財政学や証券市場論などに興味が
ありました。学生時代の最初の２年間は千代田区九段の
学生寮から八王子まで電車通学で１時間半ほどを要し、
この時間を潰すために、特小説では今では批判もありま
す「司馬史観」に酔いしれ、ほぼ全部読んだと思います。
受験時代は気晴らしに赤かぶ検事記の和久俊三、松本
清張、司法書士小説家姉小路祐なども読みました。
経済学では、「国富論」の神の見えざる手で有名なアダ
ムスミスですが、もうひとつの著書である「道徳感情論」
が面白い。マルクスの資本論は、これは超絶難しく何度も
読むことを挫折しています。
私は、公務員を辞めたのが、長州藩の医師で禁門の変で
久坂玄瑞が亡くなった年齢です。
司法書士に合格したのが、
「おもしろきこともなき世を
おもしろくすみなすものは心なりけり」の革命家高杉晋
作が結核で他界した年齢です。
結婚が 35 歳で、日露戦争の旅順港閉塞作戦で戦死した
英雄、広瀬武夫の年齢です。因みにそろそろ結婚せねばと
思ったのが、「今一度日本を洗濯いたし申し候」の坂本龍
馬が暗殺された年齢です。現在、子供がふたりいますが、
まだ小学生。私は来年、数えで 49 歳。「人生 50 年、下天
のうちを比べれば夢幻の如くなり。」敦盛を好んだ織田信
長が本能寺の変に遭った年ですが、まだ、やりたことが盛
り沢山です。家族を持つと、自分の人生を楽しむことも大
事ですが、わが子の生きていくべき将来の日本のことを
考えます。
日本の人口は 2010 年の約１億 2800 万人をﾋﾟｰｸに徐々
に減少し、2053 年には１億を割り込み、高齢化率は 40％
になると言われています。近い将来では、2025 年には第
一次ベビーブームが後期高齢者となりますので、医療費
が莫大なものとなります。
少子高齢化社会とは、消費が増加するような社会では
ありません。90 歳のおばあさんが５Ｇのスマホを買い換
えたりすることは考えにくい。
菅さんもアベノミクスを踏襲して経済成長路線を謳い
ましたが、過剰消費を促すと更なる財政赤字となります。
経済のグローバル化で先進国の、製造業は部品の大量
生産や組みて措置産業は新興国との競争にさらされる。
これは先進国に賃金の低下を強いる。賃金は抑えられ、
正規労働者が派遣等の非正規労働に切り替わり、これも
消費需要の低下につながる。所得の大半を消費に費やす

貧困層に比べ、富裕層は所得に対する消費の割合は小さ
い。現にこの 40 年間、先進国の平均給与所得はほぼ横ば
い。アメリカはトップ１％が総所得の 10％を独占し、ト
ップ 10％が総所得の半分近くを占めています。資産でい
えば、トップ１％が総資産の 40％を保有し、トップ 0.1％
の富裕層の保有資産は 22％で、これは下位 90％の資産の
総計に匹敵するそうです。上位 40 名ほどの年収は 10 億
超だそうです。ＧＡＦＡを代表するネット産業のビジネ
スモデルは広告で生活の中の重要度では、食料や電気や
トイレットペーパーなどとは比較すべくもなく、広告は
目的達成のための手段であって経済の核にはなり得ない。
モノにあふれる豊かな社会になったことで消費が期待
できない。１家族に１台から１人１台に売るようにせざ
るを得ない。電話からスマホ、テレビ、車、はては核家族
化して住処も・・・。
グローバル化したとはいえ、実体経済は３％に過ぎな
い。あとは投資です。富裕層のお金があり余るも、経済成
長が望めないので新たな市場が誕生しにくく、投資先が
ないためエネルギー資源や穀物の先物取引に流れ、価格
が高騰する。経済成長主義は行き詰っている。
このような行き詰った日本社会で、子供が生きていく
ため、食うためにどんな仕事に就いて、何に興味を持つか。
お金で不幸はある程度回避できるけれどもお金で幸福は
買えない。
昔から焼き回し的に言われている、お金で幸福は得ら
れない喩えであるプルタークの英雄伝の逸話でも、お金
を稼ぐ目的が何なのかを問うものがあります。
「ウサギとカメ」のカメになって欲しい。人とは競争し
ない、自分にも言い聞かせることですが、昨日の自分と今
日の自分を比較して成長しているかを確認する。
正しい歴史を勉強して揺るぎない人生哲学をもって欲
しい。自分も確立していませんが。
昔から焼き回し的に言われている、お金で幸福は得ら
れない喩えであるプルタークの英雄伝の逸話にも、お金
を稼ぐ目的が何なのかを問うものがあります。
多くの人がお金やキャリアのために働いても、これら
を得た後に何を達成できるかを真剣に考えている人は少
ないと思います。私は前者ふたつとも未達ですが・・・。

☆ＢＯＸ披露
親睦活動副委員長 関 康仁 君
＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞
【長谷川修身君】先週の観月会は
大盛況でした。親睦委員会の
皆様ご苦労様でした。
緒方幹事本日の卓話を楽し
みにしております。
曽我部君の完治を祝って。
誕生日祝いのお礼として。
【茂木晃君】米山月間に因んで。
【黒木敏之君】誕生日のお返しとして。
【図師義孝君】誕生日のお返しとして。有難うございます。
【長濱博君】結婚祝いのお返しとして。35 年になります。
観月会のだんご有難うございました。
☆出席報告

出席委員長 長野 孝吉 君

出席状況（10/8）
会
員
数
38 名
出席会員数
28 名
ホーム出席率
75.68％
修正出席率
91.89％

ピアノ演奏 森幸子さん

例会変更＆お知らせ

雑誌紹介 橋口清和君

曽我部君退院おめでとう❕

※10 月 29 日（木）は夜間例会＆クラブ研修会です。
例会前に新入会員のオリエンテーション開催。
※11 月 12 日（木）米沢上杉ロータリークラブ歓迎会。
※11 月 16 日（月）は赤い羽根共同募金街頭募金。
16：00～17：00 コープ宮崎

