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ト”をお教え頂けるものと思います

“ロータリーの緒神に基づいた活動”は“世界の平和

と繁栄”を実現するためには不可欠であります。

そして、本日の1 M.が、皆様方の“好意と友情”を深

め、 “知識を広め”そして“ロータリーへの理解”を深

める“よい機会”となりますことを祈念申し上げ、歓迎

の挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。
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第1445回平成25年2月26日（火）

友愛の日

先週の例会

第1444回平成25年2月18日（月）雨

東名古屋分区1.M． 於:名古屋東急ホテル
ホストクラブ 名古屋昭和ロータリークラブ

◆井上雅之ガバナー補佐挨拶

(2／19） 37名◆ビジター数

◆出席報告

会員

出席率

前々回 蕊
す。 この1.M.は、東名古屋分区11クラブが一堂に会す

る会合であり、分区単位で研修と親睦を深める会でござ

います。

さて、今回の1.M°の誰演は、 「世界を知る力日本創生

編｣等の著書で有名な日本総合研究所理事長・寺島実郎

様にお越しを頂き、お話をして頂く事になりました。

現在の日本にとって一番切実な問題を取り上げて頂き

ます｡皆様が諸問題に対して地に足をつけてご検討され

る良い機会ではないかと思います。分区内の各クラブ間

の交流、会員同士の友愛が更に深まる事を祈念申し上げ

まして挨拶とさせて頂きます。
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出席 22名

％

96． 67％

37 （30）名

70 ． 97

2／5（修正出朧率）

東名古屋分区infercifvMeefing

第一部式典・講演 16：30～18：30
点鐘

君が代

ロータリーソング

◆横田幸三会長歓迎挨拶

皆様ようこそお越し下さいまし

た。今年度、東名古屋分区1Mを
担当させて頂きます名古屋昭和ロP
－タリークラブ会長の横田幸三で

ございます。本日ここに、 11ク
ラブのロータリアンの皆様方が一

同に会してこのように朧大に"I

したこと、心より感謝を申し上げ、獄

特別出席者紹介

三浦俊彦次年度東名古屋分区ガバナー補佐挨拶

次期1 .M.ホストクラブ紹介(名古屋錦RC)

伊藤康之名古屋錦RC会長エレクト挨拶
M.''が開催されましたこと、心より感謝を申し上げ、歓

迎いたします｡私ども､名古屋昭和ロータリークラブは、

昨年創立20周年を迎える事が出来ました。これも一並

に東分区の皆様方の“温かいご支援”のおかげと、深く

感謝申し上げます。これからのひととき、心ゆくまでお

楽しみ頂けますようメンバー全員で“務め”させて頂き

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ところで、戦後私達日本人は“独立自尊の締神”で

“平和で豊かな国つくり”に励んでまいりました。

しかしながら、近年、末曽有の国難にあって“もう一度

日本のよさを取り戻す”には“どのような将来ビジョン
を描き”そして、 “世界とどのように向き合えばよいの

か”本日ご識演頂きます寺島実郎様に“|言|本再生のピン

◆講演

『明日へ未来へ』－世界の中の日本の役割一
一般財団法人日本総合研究所理事長

寺島実郎氏

【誰演要旨】

◇冷戦が終焉し、ソ連が崩壊した

後のロシアが混迷する中で、中国

が経済的な朧進を遂げたのは何

故か。この問題を考えるには、「大

中華腱l｣という視点に立たないと

いけない《，中国は中韮人民共和国
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’本紙朧再生紙を便帰し鱈治りま淵。｜
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という単一の国家として成立しているのではなく、香港、

台湾、シンガポールをはじめとした周辺国、及び世界に

散らばる約6千万人の華人・華僑(海外渡航者)のネット

ワークの上に存在する。

◇1990年、 ｜昔|本の対米貿易のシェアは27.4%だったが

2011年にはll~9%まで減少した。一方、その間の対中貿
易のシェアは3.5％から20.6％まで伸びた。 2007年に中

国との貿易シェアが米国を上回り、日本は中国に依存す
る国になり、大中華圏との貿易で成り立つ国になった。

◇2012年、 日本の対米貿易が復訓の兆しを見せてきた。

これは中国での反日運動などの影響もあるが、何よりも

シェールガス、シェールオイル革命が起きたのが大きな

要因である。米国は、シェールガス、シェールオイルの

生産で1850年代の油田発見以来の高揚感が瀧っている。

2020年にはサウジアラビア、ロシアに次ぐ世界第3位の

石油産出国になるだろう。既に米国の最大の輸出品目は
ガソリン、ディーゼル燃料を含む石油精製品となってい

る。

◇シェールガス、シェールオイル革命によって米国はエ

ネルギー戦略を変更した。エネルギー自給体制の確立が

可能となり、中東の石油に依存する必要がなくなった。

その結果、中東における米国の軍事的プレゼンスが低下
する事によって中東湾岸地域の安全保障の構造変化が

起こり、日本にとって生命線であるシーレーンの不安定
化が危倶される。

◇日本は、川上インフレ、川下デフレの状態にある。原

材料価格は今世紀に入って2倍以上に値上がりしている

が、川下の消費の部分に価格が転嫁できないネジレが起

きている。だから調整インフレを期待する気持ちは分か
るが、バブル再びとなってはいけない。金融をジヤブジ

ャブにすれば良い、といった単純な事ではなく、経済の
実体化が大事だ。

◇日本の個別の要素を点検すると、技術基盤も中小企業
のポテンシャルも資金力も人材の質においても、どの国

と比べても遜色は無い。何が欠けているか、それらをシ

ステム化しパッケージ化して問題に立ち向かうガバナ

ンスが無い。美しい花を持っているのに、その花を花瓶
に立てる剣山を持たず、全ての花が寝ているというのが

日本の現状。花を如何に美しく飾るか、それを｢構想す
る力｣が発揮される事が日本再生の鍵になるだろう。

時間があれば20IIII近く演奏して頂きます。

その中で、パンフレットに記il助のように、皆様のクラブ

の例会等で歌っておられる愛唱歌をlIMI選んで頂きまし

た。ロータリーソングあり、各クラブの自前の曲ありと
いう事で、そのIMIを聴きながらそのクラブの雰囲気を少

しでも味わう事ができたら、 と思っています。

有意義な時間をお過ごし頂き、最後までお付き合い頂き

ますようにお願いを11;1し上げまして|淵会のご挨拶に代
えさせて頂きます。

令乾杯 大口弘和前ガバナー補佐

本日は井上ガバナー補佐、昭和RCの

皆様にお骨折りを頂きまして本当に

素llil『らしい1.M.が開催されました。

これから懇親会ですが、東名古屋分

区llクラブのこれからの益々の発展

とクラブ同士の懇親が深まりますよ

うに、また今日おみえになっており

ますロータリアンの皆様が益々ご健勝であられます事

を祈念して乾杯をします。ご唱和をお願いします。
「乾杯」

アトラクション

各クラブ推奨曲減奏 西崎佳代子バンド

◆加藤厚分区幹事閉会挨拶
手に手つないで

(敬称略） ’｜特別出席者

柳澱幸輝

安藤東元

日比榮一

浦野三男

古川善次郎

_l二村晋也

坂本糀志

星川直志

NMII野恭弘

長谷川正孝

佐藤正延

國分孝雄

村椛泰志

遠藤友彦

大'二l 弘和

大怖昭治

三浦俊彦

伊藤康之

名古屋東

名古屋東

名古屋北

名古屋北

名古屋東

名古屋和合

名古屋名東

名古屋潴北

名古屋昭和

名古屋錦

名古屋寺山

名古屋和合

名古屋名東

名古屋名北

名古屋千秘

名古屋名駅

名古屋綿

名古屋綿

地区幹事

地区副幹1F

元名古屋第二分区代理

元名古屋第二分区代理

元名古屋第二分区代理

元東名古屋分区ガバナーiili佐

元東名古屋分区ガバナー揃佐
元東翁古屋分区ガバナー補佐

元東名古屋分区ガバナー補佐

元東名古屋分区ガバナー補佐

元東墹古屋分区ガバナー捕佐

元東名古屋分区ガバナー捕佐

元東名古屋分区ガバナーili佐
元束名古屋分区ガバナー#Ili佐

元東名古屋分区ガバナーiili佐

西箱古屋分区ガバナーilli佐

次期東名古屋分区ガバナー補階
次期1Mホストクラブ会長

桜花学園商等学校

インターアクトクラブ職間

東名古曝分区ガバヅーー柿性

第二部懇親会 18：45～20：30

◆名倉嗣治1 .M.実行委員長開会挨拶

今日の1M.開催にあたりまして、特

別出席者の皆様にはご多用の中をご

出席頂きありがとうございます。ま

た、 l1クラブの皆様には本当に多数

のご登録を賜り、そして出席をして

頂きまして1.Mが開催できました事

をまずもって厚く御礼を申し上げま

第1部として式典並びに講演を行い

侭

す。 さて、今日の第1部として式典並びに講演を行い

ましたが、只今の寺島先生の講演は如何だったでしょう

か。まさに世界の歴史が変わるというお話でありました
が、興味深くお聴きになられたのではないかと思いま
す。只今からは第2部の懇親会であります。東急ホテル
のディナーをお召し上がり頂きながら、西崎佳代子バン
ドの演奏をお楽しみ頂くという趣向であります。

河合保昌

井_|ニ雅之 名古屋昭和

次回例会 ： 平成25年3月5日 （火） 3階錦の間

優良職員表彰（愛知県千種警察署。名古屋市千種消防署）


