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ＲＩ会長
バリー・ラシン
会長テーマ インスピレーシ ョンになろう

クラブ会長標語 今何が出来るか 何をすべきか
考え、行動しよう ！

日時：2019年 2月 5日(火)

会場：ザ・ビー八王子
司会：加藤 登 副幹事

《会長スピーチ》

橋本 幸一

今朝、日産がカルロス・ゴーン被告の過去の追加報酬として９１億
円を計上し、処理するというニュースがありました。
ゴーン被告は昨年１１月１９日有価証券法違反で逮捕・勾留され、
その後背任でも再逮捕・勾留され、そして起訴されました。逮捕後現
在まで２ケ月以上の間釈放されず拘束されていることから、欧米メデ
ィアで日本の刑事司法は特異であり人権が侵害されているなどと報道
されました。しかし、ゴーン被告の高額の報酬や指示した高額の支払
が明らかになるにつれ、高額報酬自体にスポットが当たるようになり
ました。更にルノー役員の辞任に伴い、退職金としてルノーの株式を含
め４０億円近い支払いがなされることが明らかとなり、大株主であるフ
ランス政府は、この様な高額な報酬の支払を認めないとコメントしまし
た。又納税地がフランスでなく、税率の低いタックスヘイブンとなって
いることを知り、税金逃れは許さないと怒りをかっているとの報道がさ
れています。
ゴーン被告は、報酬が高いと指摘を受けても欧米と比べると決して
高額ではないと主張していました。確かに２０１７年のＣＥＯの報酬
は、１０位で１．０８億ドル、１位は何んと５．０４億ドルのＳｎａ
ｐｃｈａｔＣＥＯと報道されています。これらから見ればゴーン被告
の報酬は高額とは言えないかもしれません。しかしＣＥＯがこれだけ
の報酬をとる正当性があるのか疑問です。
かってパナソニックの創設者である松下幸之助氏は、部下より節税
対策を助言された時（当時所得番付の常連１位、所得税と住民税を合
わせた税率は８０～９０％ではなかったかと記憶しています。）、税金
を一杯払いそれが皆んなが豊かになるために使用されれば、豊かになっ
た皆が松下の製品を買うようになり会社も繁盛すると答えたそうです。
どの企業も利用する人がいなければ一銭の利益も上げられません。利
用者あってこその利益であり、利益あってこその経営者の報酬です。こ
れ程高額の報酬が正当化できるのか理由が私には思い当たりません。
１月恒例の世界経済フォーラム（ダボス会議）が開かれました。各
国の経営者、政治家、学者が集まり世界的な課題を話し合う場で、毎
年環境、経済、平等、格差などが取り上げられています。
ところで、同時期に発表された経済格差についてのレポートがあり
ます。世界のトップ２６人の資産が、何んと世界人口の半数約３８億
人の資産と同じ１５０兆円、ここ一年で上位は１２％増、下位は１１％
減と格差が広がっている、１０００人の上位に年０．５％の資産課税
をすれば、年２億２０００万人に教育を、３３０万人に医療を提供す
ることが可能となるとの事でした。
この数字から明らかな様に、富の不均衡はどんな理由をもってして
も正当化出来ない程に広がっています。ダボス会議にパネリストとし
て出席したベーシックインカム論者である歴史学者ブレグマンは、１
５００機ものプライベートジェットでダボスに来た参加者が、「参与」
とか「正義」とか「平等」との「透明性」などと言っているのは欺瞞
に他ならない、金持ちが相応の税金をちゃんと支払っていない、税金
の話しをすべきだ、税金逃れを許すなと主張し話題となっています。
貧困の問題は富の格差の問題に他なりません。税の問題を考える中
でも公正、公平を念頭に持つことが必要です。

◎ 会員スピーチ
「生涯学習と音楽について」
千葉 謙一

会員

【生涯学習】とは？文部科学省の白
書によりますと、「生涯学習」とい
う言葉は，一般には，人々が生涯に
行う、あらゆる学習，すなわち，学
校教育，社会教育，文化活動，【音
楽はここに入ります】スポーツ活動，
レクリエーション活動，ボランティ
ア活動，【RC で実施されているよう
な活動はここに入ります】 （中略）
「生涯学習社会」とは，「人々が，生涯のいつでも，自由
に学習機会を選択して学ぶことができ，その成果が適切に評
価される」ような社会であるとされています。（中略）現在
では、【学歴より学習歴を重んじる】と言われております。
我が国は、これまで「教育といえば学校教育」といった
考え方や、必要以上に学歴が仕事でも評価される、いわゆ
る学歴偏重の風潮がありました。そのため、過度の受験戦
争をもたらすなど、教育はもとより社会のさまざまな分野
にひずみを生じてきました。そこで、一人一人の人間の評
価が“どこの学校を卒業したか”という形式的な評価では
なく、
“何を学んだか”
“何を身につけたか”
“何ができるか”
という内容面の評価が大切になってきました。
（中略）
そのため、冒頭でも申し上げた通り、音楽やスポーツは正
に【生涯学習で自己を表現する社会教育】と言えるのでは
ないでしょうか。
【音楽】においては、年齢に関係なく、誰でも気軽に始める
ことが出来ます。最近では大人になってから、又は仕事で定
年を迎えた方々、その他多くの方が、ピアノやギター、ウク
レレ、サックスやハーモニカ等の楽器を演奏するために、生
涯学習センター・カルチャーセンターや音楽教室に通っていま
す。私も週に１回、クラシックピアノを習うために、八王子
駅ビル・セレオの８階の【銀座山野楽器】に通っております。
（中略）また生涯学習センターやカルチャーセンター等での
レッスンは無料のところもありますので、市役所の広報等で
探してみるのも良いと思います。レッスンに通い、何年かす
ると、音楽を演奏できる自分に出会えることでしょう。
本日は【楽器の中でも】一番、気軽に出来る【ハーモニカ】
について演奏を交えながら、触れてみたいと思います。今
回はハーモニカの種類の中でも、私が専攻している【１０
ホールズハーモニカ】について詳しく説明をさせて頂きま
す。①ハーモニカ誕生ストーリー②ハーモニカの種類③ハ
ーモニカの音列の共通ルール④10 ホールズハーモニカの音
列説明⑤ブルース音階⑥10 ホールズハーモニカで【聖者の
行進】を実際に演奏しながら、４種類のハーモニカの独特
な曲相を紹介。
（演奏タイム）
結びになりますが、音楽は自分自身の学習のためでもあり
ますが、私はロータリークラブに入会させて頂く以前から、
【裏面に 続く】

本日の式次第
◎開会点鐘

橋本幸一 会長

◎国歌斉唱

(12:30)

「君 が 代 」

◎お客様のご紹介 橋本幸一 会長
◎三祝（ハッピーバースデーソング） 坂本芳彦 親睦委員長
会員誕生日：古瀬和雄会員・有川寿夫会員
結婚記念日：木下政昭会員・小泉俊男会員
◎会長スピーチ

橋本幸一 会長

◎幹事報告

水長秀彦 幹事

◎会員スピーチ

千葉謙一 会員

◎閉会点鐘

橋本幸一 会長

◎幹事報告
(13:15)

【メークアップ】
橋本幸一 会長、水長秀彦 幹事
第 6 回多摩南グループ協議会 (1/22)
千葉謙一 会員
東京八王子西 RC (1/25)
佐藤武文 会員
東京八王子西 RC (1/31)
◎ニコニコ箱 伊熊俊雄 親睦委員
13 名：計 43,000 円 累計 1,206,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)
◎出席報告

ライブハウスの他では、ボランティアとして老人ホーム
や障害者支援施設、リハビリセンターやデイサービス等
でハーモニカを演奏してきました。ハーモニカは身近な
楽器なので、誰にでも喜んで聴いて頂けます。みんなが
笑顔になり、私も笑顔になります。これからもロータリ
アンとして、自分自身の為だけではなく社会のために演
奏したいです。
『みんなのためになるか どうか』私の大好きな言葉で
す。社会のために！そしてまた社会から、いろいろな事
を学ばせて頂ける。これこそが真の【生涯学習】ではな
いかと私は考えています。

水長 秀彦 幹事

① 例会場ポストに入れた刊行物
・
「ロータリーの友 2019 年 2 月号」
・
「抜萃(ばっすい)のつづり その七十八」
・
「下期例会予定表」
②「2019-2020 年度ロータリー手帳」について
③ ポリオ撲滅チャリティゴルフ」の再々募集
④「地区 JAZZ 同好会」の募集について
⑤ 下期会費・予納金の納入のお願い
⑥ 3/26(火)「職業奉仕・観桜 2 回例会」について
⑦ 次回例会は 2/19(火)
東京飛火野 RC 合同夜間 2 回例会
理事会 (16：15-17：15) 4F 会議室
例 会 (18：00-20：00)
会 場：八王子ホテルニューグランド
3F バーミンガム

小嶺和昭 出席(奨励)委員長

会員総数

出席者数

出席率

欠席者数

前々回出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

欠席者数

賜暇

２４名

１７名

70.83%

７名

70.83%

２名

６名

０名

《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君 冬が戻って来ました。インフルエンザに
注意して下さい。
水長秀彦君 多少体調をくずしていますが、皆様の顔
を拝見すると、元気が出ます。今日は千葉さんのハ
ーモニカは聴けるのかな？楽しみです。
伊熊俊雄君 千葉さん、本日のスピーチ、楽しみにし
ております！
内田 智君 抜萃のつづり余分を頂きました。有効に
使わせて頂きます。
加藤 登君 千葉さんのハーモニカを奏でる姿は最
高にカッコ良いです。音色が心に染み入ります。
小嶺和昭君 本日は千葉さんの久しぶりのハーモニ
カの名演奏が非常に楽しみです。今日の名演奏をバ
ネに今月も頑張ります。
《 2 月の予定 》平和と紛争予防/紛争解決月間
5 日(火) 例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
12 日(火) 2 回例会振替休会
19 日(火) 理事会・東京飛火野 RC 合同夜間例会(2 回)
会場：八王子ホテルニューグランド
23 日(土) 地区大会(グアム)
会場：デュシタニグアムリゾート
26 日(火) 地区大会振替休会

坂本芳彦君 はや立春、ただ今度はあたたかすぎる。
なんと、なんと、私達人類の責任かも？
佐藤武文君 立春を迎え待ちどうしい春ももう間近
ですが寒い日が続き体調に充分気をつけたいと思
います。
佐野武久君 少しあたたかくなりましたね！うれし
いです。ニコニコに協力致します。
菅原 孝君 千葉さんスピーチ楽しみです。ニコニ
コ協力致します。
馬場れい子君 ニコニコに協力して。
平塚徳則君 早く暖かくなるといいと思っていま
す。春一番が待ち遠しいですね。今日は旧暦で正
月ですが、私はうっかり忘れていました。妻のお
めでとうで目がさめた次第です。
松宮兼房君 今日は旧暦の正月。中国では春節、ま
だまだ寒い日が続きます。御身体大切に。
《 3 月の予定 》水と衛生月間
5 日(火) 例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
12 日(火)

理事会・例会
会場：ザ・ビー八王子

19 日(火)

2 回例会振替休会

26 日(火)

職業奉仕・観桜 2 回例会
見学場所：豊洲市場
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