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本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「四つのテスト」

・今月の歌 「おお牧場は緑」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 名畑 豊君

・春日井警察署員表彰

・卓 話 春日井警察署長 折小野裕之氏

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

おお牧場は緑

おお牧場はみどり 草の海 風が吹く

おお牧場はみどり よく茂ったものだホイ

雪がとけて川となって 山を下り谷を走る

野を横ぎり畑うるおし 呼びかけるよわたしに

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

１月に大学センター試験がありました。先週は国

立大学の入学試験がありました。最近気が付いた

ことがあります。４５年前、私が大学受験をした

ときには、ほとんどの大学では、経済学部のほう

が法学部より偏差値が高いという記憶があります。

この１５年くらい前から、その偏差値が逆転しま

した。なぜ、そのようなことが起きたか考えて見

ました。

経済学部は私の時代は、大きく二つの論理があ

りました。ひとつは、マルクス経済学です。もう

２０１３年３月８日（金）第２１２９回（３月第２例会）

ひとつはケインズ経済学です。マルクス経済学は、

社会主義の経済学で、不平等を解消するのが大き

な考えかたです。ケインズ経済学は、マルクスが

指摘した、資本主義は崩壊して恐慌になるという

考えを是正する考えです。修正資本主義の論理で

す。

１９８９年、ベルリンの壁が崩壊、天安門事件

が起きました。１９９２年には、ソビエト連邦が

崩壊しました。それからの社会主義国の崩壊は記

憶に新しいことだと思います。この社会主義国の

連鎖崩壊は、マルクス経済学の崩壊に繋がります。

中国は１９９３年に鄧小平による南巡講話によっ

て、いち早く社会主義の根本精神から離脱するこ

とになりました。表面は社会主義であり、共産党

の独裁ですが、実際は超資本主義と私は思います。

鄧小平は「先富論」「白猫、黒猫論」を唱えまし

た。先富論は、中国全体を同時に発展させること

は、中国の人口があまりにも多いので、まず富め

る人は先に富めてもかまわないという思想です。

白猫、黒猫論は、ネズミを捕るのは白猫でも黒猫

でもかまわない。ネズミを捕る猫は良い猫である

という思想です。中国の歴史で初めて、自分の能

力が発揮できる社会になったと私は思います。

中国で共産党が政権を取った原因は、中国の農

民から共産党が搾取をしなかったからだと私は思

います。国民党は、共産党との内戦でも農民から

食料を奪いました。内戦当時は中国ではほとんど

が農民でした。農民は生きるために共産党を支持

しました。本来、中国人は、昔から資本主義に向

いている国民と私は思います。私の感覚では、資

本主義をはるかに超えた超資本主義と思います。

現在の中国を冷静に判断すれば、納得していただ

けると思います。



さて、ケインズ経済学は国債などを発行してそれ

を呼び水にして経済の発展を実現しようとする考

えです。日本のバブル経済が破綻してから、日本

政府が取った方策です。バブル崩壊後、日本政府

は国債を発行し続けました。しかし、国債を発行

し続けたのですが日本の経済は良くはなりません

でした。一人当たりの国民所得は、２年前にアジ

ア１番の座をシンガポールに譲りました。こ

の２０年余に国債の残高は１０００兆円を超えま

した。かなり以前から指摘はされていましたが、

ケインズの経済学にも無理があったことです。

経済学は現在その中軸理論ないように私は思い

ます。では何を基本としたら、自分の財産を守る

ことができるのでしょうか。それは法律しかない

ように私は思っています。法学部が大学受験の偏

差値が高くなった原因はここにあると私は思いま

す。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

審議事項

第１号議案：開始貸借対照表及び２月収支表の件

承認

第２号議案：平成 24年度第 22 回全国高等学校剣

道選抜大会協賛金の件 承認

第３号議案：平成 25年度第 31 回わいわいカーニ

バルへの協賛金の件 承認

第４号議案：国際奉仕委員会 南釜山ＲＣ訪問

お土産について 承認

第５号議案：中日新聞【春日井市政 70 周年】落合

公園会体育館完成特集の広告の件 承認

第６号議案：家族会の詳細について 承認

報告事項

1：第２１回ＲＹＬＡセミナー参加の礼状がホスト

クラブの田原ＲＣさんから届きました。

2：春日井市社会福祉協議会 平成２５年第２回評

議員会への出席

出席者 名畑 豊会長

日時 平成 25年 3 月 27 日（水）14:00 から

場所 春日井市総合福祉センター

◎例会変更のお知らせ

愛知長久手 ３月１９日 (火) ３月１９日(火)

ＲＣ 例会場都合の為トヨタ博物館

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５３名 欠席 15 名 出席率84.4%

先々週の修正出席 欠席 1 名 出席率98.1%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○２／２０に子供が生まれました。体重２８８８

g でした。古屋さんの卓話 楽しみにしていま

す。 長谷川英輝君

○卓話をせせて頂きます。 古屋 義夫君

○月遅れの祝福に感謝して。 宅間 秀順君

○誕生日のお祝い有難う。 磯野 俊雄君

○古屋さんの卓話に。 近藤 太門君

○いつもホテルを利用いただき有難う。

早川 八郎君

○古屋さんの卓話楽しみにしています。

浅井 瀧治君 伊藤 一裕君 太田 弘道君

岡田 義邦君 亀谷 鉦一君 加藤久仁明君

加藤 茂君 河村 哲也君 加藤 宗生君

貴田 永克君 北 健司君 小島 啓冶君

志水ひろみ君 清水 勲君 高木 修君

峠 テルコ君 名畑 豊君 成瀬 浩康君

林 鑛三君 林 憲正君 蓮野 美廣君

場々大刀雄君 森田 誠君 屋嘉比良夫君

山田 治君 和田 了司君 大畑 一久君

卓話 古屋 義夫君

自己紹介

昨年、12 月に春日井ロータリークラブに加入させ

ていただいた古屋義夫です。

１９５７年生まれの酉年です。

実家は名古屋市東区ですが現在は縁あって尾張旭

市の印場に住んでおります。

よろしくお願いいたします。

私は現在お酒もゴルフもマージャン等もやってい

ません。

じゃあ、いったいお前は何をやってるんだという

話になると思いますのでその辺をお話させていた

だくと、だいたい古屋ってこんな奴なんだな・・

というのがご想像戴けると思います。

簡単に言えば大人になった今でもガキの時代と同

じことをやってます・・・笑

こと遊びに関しては何でも興味がありますのでそ

の中でも特に長く続いているものに絞って書かせ

ていただきます。

平たく言うと釣りと模型です。

これは両方とも小学生低学年（たぶん一年生）か

らやってます。

なので今回はこの二つについてお話をさせていた

だきます。

私がご幼少？？のころは遊びというと現在のよう

にパソコンもなければ携帯電話もなくて一年中、

虫取りと釣りに代表されるの様なアウトドアの遊

びばかりをやっておりました。

当時住んでおりました名古屋市東区はロケ的には

栄にも歩いていけるような至便の地ではございま

したが、当時から近辺には空地や公園も少なく、

ましてや池や川といったものは全くといっていい

ほど近隣になくてお寺や神社で或いは学校の校庭

でもっぱら遊んでおりました。

それで子供心にもちょっと本格的にアウトドアや

りたいなあ（外で遊ぶという意味）・・ってことに

なりますと名古屋城の周りにあります、いわゆる

名城公園に行くわけです。



ここはご存知のように敷地は巨大でありますし、

水はあるし森もあります。

名城公園までいけばお堀の中に鮒や雷魚や亀や藻

えびやらヤゴやらカブトムシやらクワガタムシや

ら玉虫やら絶対数は少ないのですが何でも宿る、

私にとっては唯一無二のワンダーワールドでした。

そこで毎月のお小遣いが¥５００ぐらいのときに

結構苦労して釣りに必要な竿やら糸やら錘やら浮

なんかを調達しておりました。

それで夏なんかは帽子も被らず水も飲まず一日中、

水辺に座って一日中釣りをやっておりました。

時には気がつかないうちにいわゆる日射病にかか

りその場から動けなくで親切なご老人に助けてい

ただいたこともあります。また名古屋城は堀の中

に築城されているお城ですから水辺のところにグ

ルッと石垣があるわけなんですが、その石垣を体

の小さい私や私の友人達（所謂、悪餓鬼ども）が

とことこ勿論無断で、ロッククライミング宜しく

石垣の間に手を差し込んで足や全身を使い石垣を

伝っていくような感じで、丸一日時間をかけてお

城を一周しておりました。

またその間にある水が干上がった場所にできる中

洲のような場所を見つけては友達と休憩していた

ものです。

またそんな危ないことを毎日のごとく日常的にや

っていたので何回に一回かは、誰かが堀の中に落

下して溺れかかりました。

今考えると、仲間に犠牲もでなくて、また良く誰

にも咎められなかったものだなあ・・と思います。

でも危険を冒してお堀を行くと、通常人間の来な

い中洲には子供心にゾウガメほど大きく感じた亀

や、休憩中の青大将やら死んだ雷魚やら水辺の鳥

やらあまり見たことがない生き物がいっぱいいて

私にとってはとっても素晴らしい世界でした。

そんな名城公園で其の後、もうひとつの趣味とな

った模型にも出会いがありました。

いつものようにお堀で釣り？をしてるととんでも

ない爆音がして何かの音が波状的に聞こえました。

それがエンジン付の飛行機であるラＵコン（正式

名称ラインコントロールモデルエアープレーン）

との衝撃的な出逢いでした。

これは一発で惚れ込んでしまい、欲しくて欲しく

て仕方が在りませんでした。

しかし、当時から高嶺の花であったエンジン付の

Ｕコン機は当時、¥８～９０００ぐらいしたので

はなかったかな・・と記憶しています。ですから

一月＠¥５００程度のお小遣いの私にとても買え

るはずもなくて小さいながらに悩ましい日々を送

っておりました。

昭和３８～９年当時でお好み焼きが＠¥５の時代

のことです。もちろん小学校一年のわたしにはど

うしようもなくて何かお小遣いを貯める方法がな

いかと言うことで行き着いたのが新聞配達のアル

バイトでした。

ただ、小学校一年の私にそんな仕事を任せていた

だける販売店が簡単に見つかるはずもなくて、親

に知られるのを恐れ（親は非常に厳しかったので）

自宅から離れた区域のいろいろな販売店にお願い

して（嫌がらせのように毎日いきました）やっと

１件の販売店でアルバイトをさせていただきまし

た。イヤイヤ、新聞配達って仕事は半端じゃない

ですよね？

ですから私は今でも新聞配達の方とお会いしたと

きには、心から労をねぎらいます。

何故ならわたしもたくさんの方に労って戴いて涙

が出るほど嬉しかったから・・

というわけで半年ほど新聞配達をやらせていただ

き、めでたくもやっとの思いでＵコン機を購入い

たしました。当時まだ誰もわたしの周りでやって

ないので、情報が全く無くて苦労の末に見栄えの

悪い飛行機が出来上がりました、さっそく飛ばし

たのですがものの一秒ほどしか宙に浮かんでいる

時間がありませんでした。

その後高校生のときまでＵコンを続けましたが、

そのうち自分ではやらずに頼まれて指導をしてい

ました。

その後社会人になってからはラジコンのヘリコプ

ターに魅せられてい給料が一ヶ月＠１０万ぐらい

のときに１００万ぐらいのエンジン付のラジコン

ヘリコプターを購入しては家内を困らせておりま

した。エンジン付のラジコンヘリも十年ほどやっ

ていましたがその後なかなか飛ばす場所もなくて

次第にやらなくなってしまいました。現在はラジ

コン飛行機もヘリコプターもその敷居のひくさか

ら電動のものに興味をもち、特にヘリコプターに

おいては室内で飛行可能な極小の電動ヘリコプタ

ーで遊んでいます。

現在のジャイロや電子制御技術の発展はめざまし

く、昔なら夢のまた夢の極小電動ヘリが恐ろしい

ことに一機＠１００００程度で購入できる時代で

す。

また魚釣りのほうも、しつこくずっとやっていま

して現在では５～１１月の間、天候に問題が無け

れば殆ど毎週、福井県の三方五湖の界隈の海で気

ままに漂っております。

私見ですが現在の日本で海は大自然を満喫できる

貴重な空間であると思います。

皆様のなかでラジコンでも釣りでも船でもご興味

を持っていただいたメンバーが見えましたら是非

ご一緒したいと考えています。

子供（ガキ）のころからやってきた遊びを全く同

じスタンスで続けている、私でございますが今後

とも宜しくお願いすると同時に、是非、是非お声

がけをお願いいたします・・笑



２０１３０３０２奨学生の手紙、加藤久仁明さん、

ＮＯ．７

親愛なるあしながおじさんへ

私はＳａｎｅｎ Ｌａｰａｇ です。ＮＯ．７の奨

学生です。私の誕生日は１９９７年８月２１日で

す。私の好きなことは、運動ではバトミントンで、

ゲームではチェスです。周りの人たちは私のこと

を問題の無い、普通で幸せな女の子と思っていま

す。私はお話を書くことが大好きです。でも家族

の問題を解決するのは本当に苦手です。

私の得意な授業は英語と国語です。ほんとのこ

とを言いますと、数学は弱い授業です。でも数学

は弱いほうですが、嫌いという意味ではありませ

ん。計算をすることは、時々、面白く感じること

もあります。家族の現在の状況を考えると、生活

の日常品を買ったり、学校で必要なものを買うこ

とができないのは家族の問題ではありません。

奨学金を私に与えてくださったことにとても感

謝しています。私は学業が続けられ、私の夢と目

標をかなえることを確信することができるように

なりました。奨学金は将来には 私の家族を助け、

私が成功する大きなチャンスと思っています。

両親に代わって、私のあしながおじさんに感謝

を申し上げます。私の将来の可能性を大きくし、

引き上げてくれ、積極的な私にしてくれることに

感謝いたします。

フィリピンに来ていただけることを切に望んで

います。

春日井ロータリークラブ写真展の開催

春日井ロータリークラブの写真部会の展示会が、

清水屋さんの４階の展示会場にて、２月２１日

(木)から２月２５日(月)まで開催されました。

春日井ロータリークラブの写真部会のメンバー

の写真が１００点以上展示されていました。テー

マは決められていませんが、メンバーが旅行した

時の感動したシーンが多くありました。買い物客

も多く見学していました。中には、写真をじっと

見つめて動かない人もいました。

JC 新会員紹介依頼挨拶

落合公園ポイ捨て活動

卓話 古田義夫君


