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『社会奉仕卓話』 

       海野 均プログラム奉仕委員長／社会奉仕委員 

                   ソング：クラブ賛歌  
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ング：君が代・クラブ会歌 

寅年を振り返って／武田会員・小川会員・久保会員・大滝会員 

  インフォーマル・ミーティング報告／ロータリー情報委員会  ソン

グ：我等の生業 

             ソング： 奉仕の理想 
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9月29日(木) 曇り 

●ソング／我等の生業 

●司会 ／得能 宗洋会長 

●ビジター／なし 

●ゲスト／北海道大学 名誉教授 濱田 康行様 

●9月29日出席率／ 

会員33名中欠席4名、規定除外者4名88.9% 

●9月8日確定出席率／ 

会員33名中欠席0名、規定除外者3名100% 

●会長報告／地区RLI委員会より、9/11開催されました 

「RLIセミナーパートI 」の6セッションすべてに 

受講された3名の会員に修了証が届きましたので、 

贈呈致します。 

・小林 秀樹会員 

・葛西 純一会員 

・西 智樹会員

（西会員は今回ご

欠席の為、次回お

渡し予定） 

●幹事報告／本日 18：30より、札幌ガーデンパレスにて

会長ノミニー指名委員会を開催致します。ご出席予定の会

長経験者の皆様はどうぞよろしくお願いいたします。／石

丸ガバナーより、青森県大雨災害義捐金のお願いが届きま

した。8/3 に青森県を襲った記録的な豪雨の影響により、

住宅の倒壊や床上浸水、川が氾濫して畑への浸水被害など、

深刻な被害が発生しております。当地区では各クラブ皆様

のご理解と御協力のもと、被災者の生活再建援助、支援を

目的に義捐金を募り、被災地区である第 2830地区へお届

けすることと致しました。義援金箱を用意していますので、

ご協力をお願い致します。／45 周年記念誌について、チ

ャーターメンバー、実行委員長、40代～45代の歴代会長

の皆様は1,500字、その他会員の皆様は400字程度の寄稿

文をお願いしております。原稿は 9/30までに事務局まで

お送りくださいますようご協力をお願い致します。／ロー

タリー米山記念奨学会より、2022-2023年度の豆辞典が届

きました。本日配布しておりますのでご確認いただきます

ようお願い致します。また、2021 年度の事業報告書も届

きましたので回覧させていただきます。／次回例会終了後、

定例理事会を開催致します。理事、役員の皆様は、ご出席

をお願い致します。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額528,000円 達成額 120,000円 達成率  12.48％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額673,200円 達成額 84,000円 達成率   12.44％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額225,000円 達成率  22.50％ 

●主要プログラム 

『「新しい資本主義」について～卓話の泉～』 

北海道大学名誉教授 濱田 康行様 

6 月のはじめ、岸田首相の提

唱する「新しい資本主義」が閣

議決定されました。ちょっと、

自慢したかったのかもしれませ

ん。その後、日本を訪れた外国

の要人に積極的に披露していま

す。国葬の前の週、国連総会に

出席した際、ニューヨーク証券取引所で、これを英語で宣伝
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クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ 

誕 生 日  吉田  聡子 会員（１０月 ７日） 

家族感謝の日  五十嵐 信彰 会員（１０月１５日） 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日   中嶋  成実 会員（平成７年１０月１２日） 



したそうです。数年前、元首相が、buy my Abenomics と、

訴えたことを意識したのでしょう。 

 発表から、数か月たちますが、方針への反応はどうか？ど

うも、あまり芳しくないのです。 

「言葉が踊り、本気に欠ける」、「首相の顔が見えない」（日本

経済新聞）と、さんざん。アメリカでは、せっかくの英語演

説にかかわらず、主要新聞ほとんど無視でした。GDP,世界三

位の国の総理大臣なのに！どうして？ 

すでに、担当大臣も決め、方針に示されたいくつかの政策に

はかなりの予算もつけているのです。内容がお粗末、と言っ

てしまえば、それこそ身もふたもないのですが。 

 少し検討してみて分かったことは、基本哲学と体系がない

ということ、思いついた小ぶりの政策が並んでいる。そうい

う印象でした。 

 ドイツの社会経済学者、W.シュトレークは『資本主義はど

う終わるのか』（翻訳、河出書房新社、村沢、信友、訳、２０

１７年）の第1章で、資本主義の危機を示す長期的傾向とし

て、次の三つを提示しています。 

①経済成長率の低下。その持続。 

②政府、企業、そして家計の債務の増大。 

③所得と資産の両面での格差の拡大。 

新しい資本主義を構想するなら、これらの基本問題に立ち向

かうのでなければなりません。もちろん、国によって、問題

の相対的な大小はあります。 

今回の、構想は、人への投資、デジタル化、など、それ自体

には誰も反対しないような項目が並んでいる、また、スター

トアップ企業の育成など、新しい資本主義という大きな看板

から見ると、やや小さい政策が掲げられているのです。日本

では、新たに株式を公開する企業は年に数百社しかありませ

ん。これに対して既存の企業は１００万社を優にこえていま

す。成長経済を取り戻すなら、どこに政策の焦点を当てるべ

きか、あきらかでしょう。 

構想は、私たちが直面している問題にも何の方策も示してい

ません。現在の問題は、誰に聞いても次の四点でしょう。そ

れは、円安・為替、株価、金利、そして物価です。こうした、

国民経済に影響の大きい諸課題に、どう対応するか？そのた

めには、資本主義とは何か、その基本的な構造への理解が求

められています。人目を惹く看板は新しいのですが、構想の

何が新しいのか、それがわからないのです。総理から、話を

聞いた外国の要人が、what is  New? と聞き返したとか。

 

例会場：札幌三越４Ｆライラック 例会日：毎週木曜日１２：３０ 会報委員／◎○久保 隆、安藤 壽建、山本 耕司 

事務所：札幌市中央区南 4 条東 4 丁目 2-1 さくら総合会計ビル  TEL:011-200-2066   FAX011-200-2067  E-mail:sap-seihoku.ri2510@dao.or.jp 

HP アドレス: sapporo-seihoku-rc.com 

 

 

次回プログラム    10月 20日（木）  『笑いと人間の深い関係』 

                     北海道笑ってもいいんでない会 笑司長 

国立病院機構函館病院名誉院長 伊藤 一輔 様 

                                      ソング：手に手つないで 

 

得能宗洋会員：濱田様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

吉田聡子会員：濱田先生！ご無沙汰しておりました。今日はお会いできて嬉しいです！！ありがとうござい 

ます！ 

池上喜重子会員：濱田先生、どうぞよろしくお願い致します。 

久保 隆会員：濱田様の卓話楽しみです。 

安藤壽建会員：濱田先生ようこそ。いつもお世話になっています。 

葛西純一会員：濱田様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

関 欣昌会員：濱田先生の卓話、楽しみです。 

安酸敏眞会員：家族感謝の日祝。 

石垣尚之会員：濱田様の卓話楽しみにしています。 

ニコニコＢＯＸ 

7 日 (金) 札幌幌南 ガバナー公式訪問 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 11 日 (火) 札幌清田 法定休日週の為、休会

7 日 (金) ライラック 通常例会 (札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ) 11 日 (火) 大通公園 法定休日週の為、休会

8 日 (土) 札幌手稲 繰上夜間移動例会 (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) 12 日 (水) モーニング 法定休日週の為、休会

10 日 (月) 札幌南 法定休日 12 日 (水) 札幌 法定休日週の為、休会

10 日 (月) 札幌北 法定休日 12 日 (水) 真駒内 法定休日週の為、休会

11 日 (火) 札幌西 法定休日週の為、休会 12 日 (水) 新札幌 法定休日週の為、休会

11 日 (火) はまなす 法定休日週の為、休会 13 日 (木) 札幌東 法定休日週の為、休会

市内他クラブのプログラム


