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●斉  唱 
 

ロータリーソング「今日も楽し」 

 
●本日のお弁当 
 
 大正館 
 
●本日のお客様 
 

 一般社団法人碧南青年会議所 第６４代理事長 小城康裕様 

 札幌東ＲＣ 矢橋潤一郎様 
   

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。先週の職場例会はどうもありがとうご

ざいました。大変勉強になりました。 

 暦の上では大寒ということでございますけれども、本日も大

変暖かくなっております。しかしながら、新型肺炎が猛威を振

るっておりまして、国内の感染者が発症したということで、来

月の 7 日に指定感染症にするということが閣議決定されたということでございます。昨日の

ニュースで刈谷にも患者さんがいらっしゃるということで、咳エチケットや手洗いに心掛け

ねばならないなというふうに存じております。 

 さて、本日は職業奉仕月間の最後の例会でございまして、1 月 8 日の例会で決議 23‐34 に

ついて、尼崎西 RC の田中パストガバナーの職業奉仕についての解説のお話をさせていただ

きました。He profits most who serve best に基づく職業奉仕の理念と、Service above self

に基づく社会奉仕及び国際奉仕の理念がありまして、この両者をもってロータリーの哲学と

するということが決議 23‐34 に明記されているということでございました。 

 しつこくなりまして申し訳ありませんけれども、本日また職業奉仕のお話をさせていただ
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くご了承をいただきたいと思います。職業奉仕というロータリーの用語は、アーサー・フレ

デリック・シェルドンが提唱しました独自の概念だったということでございます。そもそも

職業が価値のあるものとして位置付けられたのは、プロテスタンティズムであるという考え

が欧米のアカデミズムの世界では常識ということだそうでございます。社会学者のマック

ス・ヴェーバーが、資本主義というものは、あらゆる労働は尊く、結果として生まれた利潤

は正当なものとして認めるプロテスタントのカルバン主義から生まれたとしまして、その理

論の正しさは中国などの儒教世界やイスラム世界で真の資本主義がうまく育っていないこと

で証明されたと、名古屋出身の井沢元彦さんが逆説の世界史で立証されておりました。元々

は同じ一神教のユダヤ教・キリスト教・イスラム教は、そもそも利息というものを禁止して

おりまして、時代を下りまして、ユダヤ教は同胞以外に限って利息を解禁しました。イスラ

ム教は今現在も利息を禁止しておりまして、キリスト教は中世末期の宗教改革で利息を解禁

したところが証拠となりまして、資本主義はキリスト教という土壌からしか生まれないとい

うふうに多くの欧米キリスト教国家のインテリ達は信じているそうでございます。しかし、

予てよりキリスト教徒の占める割合が少ない私共日本で、資本主義は見事に花開いておりま

す。資本主義のシステムに先物市場というものがございますけれども、先物市場は極めて高

度な資本主義のシステムですが、世界で最初に始めたのはどこでしょうか。ご承知の通り、

ノーベル経済学者のマートン・ミラー教授は、先物市場は日本で発明されたと言っておりま

す。大阪の中之島でございます。米の先物市場、現代の先物市場が持っている全てを完備し

た先物市場だったそうでございます。 

 では、なぜ日本で資本主義が独自に生まれたのか。商売は悪人がやることだとかつての人

類の多くは考えておりました。騙して儲けるということでございます。江戸時代、身分制度

の上でも士農工商と物をあちらからこちらへ動かすだけで利益を得ると蔑視されておりまし

たが、商売というのがなぜ日本で正当化され始めたのか。17 世紀の江戸で三井高利が越後屋

を開業し、現金掛け値なしの新商法を始め、江戸の消費者に熱狂的に受け入れられまして、

店は大繁盛。越後屋の商品が適正な価格であることを消費者も認め、その後、17 世紀以降に

発展した東京を中心とした東地区では、正札商法が当たり前となりまして、日本中に広まり

ました。古代からの意識を残している京都・大阪を中心とした西区では、まだ値切る文化が

残っていることも蛇足でございます。なぜ日本にこのような正札文化が世界に先駆けて発達

したのか。正に He profits most who serve best の哲学だと存じますが、日本人にとって商売

は詐欺ではなく菩薩業だからということでございます。「何の事業も皆仏行なり。人々の所作

の上において、成仏したまうべし。」あらゆる職業は世のため人のためになっている。これこ

そ仏の本来のお考えであり、人間は本来持っている仏性を己の仕事に励むことによって発揮

できると鈴木正三の教えがあったからでございます。利潤の追求は許されないが、結果とし

ての利潤は肯定されるという鈴木正三の考え方はしっかりと根付き、更にそれはロータリー

の職業奉仕の哲学と一切合致するのではないでしょうか。ロータリーの哲学と相通じる鈴木

正三が、我が三河の出身ということに大いに誇りを持っております。 

 さて、本日の卓話の講師は碧南 JC の小城理事長に「2020 年度碧南青年会議所について」

という演題で、お話をいただきます。13 日の賀詞交歓会にお招きいただきまして、今年のス



ローガンが「己を磨く」とお聞きしております。職業も含めまして、全ての事柄を修行する

こと、修行できることを私たち日本人は考えております。己を磨くとは正に人生の修行であ

ろうと存じます。若い方々の熱い気持ちを伺えると楽しみにしておりますことをお伝え致し

まして、会長挨拶とさせていただきます。 

 本日もどうぞよろしくお願い致します。 

 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ 次週ですけれども、例会の中で臨時クラブ協議会を開催致

しますので、その時に事前に配布させていただきました定

款細則をご持参いただきたいと思います。尚、時間がタイ

トになっておりますので、12 時からお食事を召し上がるこ

とができます。 

・ 次週の例会終了後に第 8 回の理事会を開催致しますので、ご案内のメンバーの皆様はよろ

しくお願い申し上げます。 
 
 

  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励ニコボックス委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス＞ 

伊藤 正幸君  はるばるお越し頂きました矢橋様、心から歓迎申し上げます。 

鈴木 並生君  １月２２日開催の交通安全国民運動中央大会に於て、交通栄誉緑十字金章

をいただきました。皆様方のご支援、ご協力のおかげです。ありがとうご

ざいました。今後ともよろしく。 

平岩統一郎君  親切な人に助けられました。 

山中 寛紀君  昨年末、伊藤会長、杉浦秀延さんに大変お世話になりました。遅くなりま

したが、御礼申し上げます。 

梶川 光宏君  本日卓話講師を務めて下さいます、一般社団法人碧南青年会議所理事長小

城康裕様を紹介させて頂きます。 

山口日出子君  杉浦保子さん、お心遣い大変感謝しております。ありがとうございました。 

        となりの、やす君がんばれ！！ 
 
 

 総会員数 67 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 10 名) 出席者 56 名 

 出席対象者 56／62 名 

  出 席 率    90.32％ 

 欠席者 11 名（病欠者 0 名） 
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卓 話  
 

「２０２０年度碧南青年会議所について」 

一般社団法人碧南青年会議所 第６４代理事長 小城康裕様 

 

 只今ご紹介に預かりました一般社団法人 碧南青年会議所 

2020 年度 第 64 代理事長の小城康裕と申します。どうぞよろ

しくお願い致します。ロータリークラブさんの例会のスピーカーという貴重な機会をいただ

きまして、誠にありがとうございます。錚々たる皆さんがいらっしゃる中で大変緊張してお

りますが、精一杯務めさせていただきます。 

 まずは、簡単な自己紹介をさせていただきます。1984 年 9 月 6 日に宮崎県串間市にて生ま

れました。串間市は人口が 2 万人もいない小さな市です。串間市で有名なのが御崎馬という

野生の馬が 500 頭くらいいまして、基本放し飼いになっております。次に有名なのが幸島と

いう所がありまして、串間市の名産のさつまいもを海で自分で洗って食べる猿がおり、その

習性が凄く珍しいということで、京都大学の霊長類研究所もここにあり、色々と研究してお

ります。1979 年～1995 年まで、中日ドラゴンズの春季キャンプをやっておりました。中日

ファンの方に関しては、串間という地名を聞いたことがあるかもしれません。私は小学生の

時に大豊さんからバットを貰ったことがあります。 

 2000 年 4 月に日南学園高校に野球進学をさせていただきまして、寺原隼人先輩が私の 1 つ

上でして、当時の甲子園の最速記録の 154km/h を出して注目されておりました。私は夏の大

会でサイクルヒットを達成しまして、これのおかげで大学に進学することができました。 

 2003 年 4 月に中京大学体育学部に入学させていただきました。因みに石川鋼逸さんが中京

大学体育学部の準硬式野球部なので、学部の先輩になります。石川鋼勇さんが中京大学社会

学部の硬式野球部なので、野球部の先輩になります。お二人の直属の後輩が私になります。 

 2007 年に航空自衛隊防府南基地に入隊させていただきました。自衛隊になりたかった訳で

はありませんでしたが、大学卒業後に硬式野球をクラブチームもしくはノンプロでやりたい

なという気持ちがずっとあり、残念ながらノンプロのお誘いが一社もなく、どこも行く所が

ない時にクラブチームであれば航空自衛隊に野球部があることを知りまして、入隊させてい

ただきました。航空自衛隊は 30～40 くらいの色んな職種があるんですけれども、野球をやり

たいというのだけで入隊したのなら教育職を選びなさいということを言われまして、教育職

で 1 年半やらせていただきました。 

 2012 年 1 月に碧南青年会議所に入会させていただきました。きっかけとしましては、碧南

に来たばかりの時に石川鋳造の野球部に入部させていただきまして、そこで野球をやってい

たんですけれども、石川鋼逸先輩に碧南青年会議所に入っても野球優先でいいからと言われ

て入会しましたが、碧南青年会議所に入ってからはほとんど石川鋳造の野球部には行ってお

りません。 

 自己紹介はこの辺りまでにしまして、碧南青年会議所の今年度のスローガンは「己を磨く

～Let’s have fan～」ということで、私は体育会系でずっときておりますので、己を磨くとい
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うとなかなか厳しめに聞こえがちかなと思いまして、Let’s have fan という相対するものを英

語で付けさせていただきました。そもそも青年会議所とは、20 歳から 40 歳までのリーダー

を志す青年経済人の社会活動を目的とする団体であり、全国で 694 の青年会議所があります。

会員は約 34,500 人で、平均年齢は 35 歳になります。愛知県内には 33 の青年会議所がありま

す。 

 現在、碧南青年会議所は会員総数が 34 名おりまして、私は入会 9 年目になります。入会 5

年未満が 29 名で約 85%を占めております。2020 年度の今年は碧南青年会議所始まって以来

のことが結構ありまして、64 年目にして初めての副理事長兼専務理事を女性が務めておりま

す。理事構成メンバーに関しても入会 2 年目の理事、委員長が誕生しております。 

 卒業生の推移として、今年は 1 人卒業なんですけれども、34 名しかいない中で、来年・再

来年を合わせると 15 名少なくなってしまいます。ですので、会員拡大をするために皆さんの

お近くに候補者がいらっしゃればご紹介していただきたいと思います。男女問いません。現

在、女性メンバーが 4 名いますので、女性でも凄く活動しやすい団体になっております。今

年度は私がトップに立って会員拡大を一生懸命やって参りますので、20 歳～39 歳までの候補

者の情報がありましたら、私の方までご連絡いただければどこへでも飛んでいきますので、

どうぞよろしくお願い致します。 

 これで終わりになります。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和２年２月１２日（水）は定款第８条第１節Ｃによる休会 

令和２年２月１９日（水） 

卓話「犯罪被害者支援の必要性と現状」 

（公社）被害者サポートセンターあいち 理事 山岡輝久氏 




