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職業奉仕委員会担当事業

本日のプログラム
「元起」にて昼食 ～移動～
１． 開会
２． 会長挨拶
３． 職業奉仕委員会 委員長挨拶
佐藤好哉君
４． 会社紹介・説明
恵那眼鏡工業株式会社
代表取締役 丹羽 大祐様
５． 会社見学
６． 閉会

会社概要

今後の例会予定

１０月２６日＝普通例会
／情報・研修委員会担当
１１月 ２日＝１０月２９日（日）
ふるさとじまん祭菓子祭りに移動
９日＝５日（日）秋の中山道六斎市に移動
１６日＝普通例会 卓話 村橋 元ＰＧ
「米山奨学５０周年」 ／米山奨学委員会
２３日＝法定休日
３０日＝普通例会 卓話 洋画家 笠木 茂氏
「青邨先生が目指されたもの」
／地域活動委員会

社名

恵那眼鏡工業株式会社

代表者 代表取締役社長 丹羽 大祐
所在地 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木 4827-48
電話番号 （0573）67-2211（代表）
FAX

（0573）67-2214

E-mail info@ena-gf.jp
事業内容 眼鏡フレームの生産、デザイン
従業員数 68 名（2016 年 4 月現在）
資本金 7,500 万円

会長の時間

林 彰会長

ボッコちゃんの悪魔より その 2/4
G20 財務相会議は、10 月 12 日〜13 日
にワシントンで開催した。その中で日
」
本は、財政健全化目標を達成できない
と表明し、2020 年度までに税収だけで
政策経費を賄うとする国際公約を取り
下げた(10 月 15 日の日経より)。今後
の日本財政はどうなる? 現在の「異次元の緩和、その恐ろ
しい真実」を私なりに問うてみたいと思います。14 日には東
京株式市が 21 年ぶりの高値となり安倍首相は、自らのアベ
ノミクスの実績だと強調し、衆院選の支持を訴えています。
しかし、このところ日本経済がなんとなく平和裏に動いてい
るのは、
「物価の伸びは目標の 2%に程遠く、デフレ脱却は道
半ば、アベノミクスが未完である。
」からであると私は思い
ます。実は、
「物価目標を達成した」その時が恐ろしいので
す。それは、お金が出なくなる時で、政治的にもマーケット
的にも、大問題が起きると危惧するところです。
異次元の量的緩和を「やめるか維持するか」で、政府と日銀
が激突する。当然のことながら「国債購入を止める」と日銀
は、主張する。一方、政府は、
「継続を」主張する。日銀が国
債購入の中止を決めたら、国が「資金繰り倒産」をしてしま
う。
現在、歳出の 6 割が税収、あとは国債発行という借金が必
要なのです。日銀が入札しないことは、政府は借金ができな
いということになってしまう。政府の資金繰りの危機です。
まさに日本国がギリシャ化する事態となる。このような事態
を避けるためには、政府は日銀に、
「異次元の質的量的緩和」
の継続を強要する。
「政府に金を貸し続けろ」と。
悪魔の「いいとも」が続くのです。
日銀が国債を購入し、国にお金を供給しなければ、国の財
布は空っぽになってしまう。
「国の税収＋税外収入」は、歳入
の半分しかないのです。これは、
「異次元の金融緩和の即時
停止」は「即、国の資金繰り倒産」を意味し、決して極端な
ことになって欲しくない。これについて判りやすい与野党候
補の論戦を是非聞きたいものです。 財政再建を基に成長軌
道に乗せる衆院選であり、この主張を持って国民に継続の是
非を問う対決姿勢を見たいと思います。皆さんからは、どう
見ていますか。
今後の 10 年位を見通してみて、日本経済の一番重要な問
題は財政赤字であることです。私たち事業家として、もちろ
ん個人の生活に、また資産運用にも関わってくる問題でもあ
ります。日本国の借金総額は今や 1,000 兆円を超え、今後金
利が上昇して行った時にどうやって払っていくのか。累積赤
字国債をすぐにでも止めなければなりません。まずは 57 兆
円という税収を増やすこと、97 兆円の歳出を減らすこと、こ
のマイナス政策を相殺する意味で、穏やかなインフレ政策を
取ること、これが 2%のインフレ政策目標になっているので
す。しかし、この赤字に政府が着手しないことは、ハイパー
インフレ(お金の価値がなくなること)という恐ろしい真実
です。
「エス氏は逃げた」
、それが出来ない時がやってくるか
もしれない。
「日本、財政健全化先送り」に厳しい視線を持ち
たい。

社会奉仕委員会担当卓話 「青邨さんってどんな人？」
伊藤 昇パスト会長

昭和２０年に伊藤 PP の奥様の実家に前田青邨さんと
すゑ夫人が疎開をされたことがきっかけに、お付き合
いが始まり、青邨さんとの日常的なやりとりや、当時
の厳しい食糧事情など戦時下という時代背景なども含
めながら、伊藤 PP にしか話せないような青邨さんと
の思い出、お人柄などを貴重な体験を語っていただき
ました。
特別展「中津川の先人 前田青邨」鑑賞授業が始まる
１０月１１日より市内小中学生による特別展への鑑
賞授業が始まりました。初日は校長会、西小学校の生
徒たちが来場いたしました。

市内小中学校の校長先生が来場され、学芸員の原益彦
さんより説明を受けられました。

学芸員の上田智美さんの説明を熱心に聞き入る西小学校
の生徒の皆さん

１０月１２日例会
★本日は青邨さんと私について老体に鞭打ち懸命に喋ります
のでよろしく。
伊藤昇君
★①ゴルフ同好会Ｂクラスコンペで鈴木力さんの優勝を祝し
てスコアは？②３つのニアピン、ドラコン頂きました。③
伊藤ＰＰの卓話拝聴出来ず申し訳ありません。原 満夫君
★本日の卓話 伊藤ＰＰよろしくお願いします。拝聴させて
頂きます。
原 眞平君
★①伊藤昇さん本日の卓話楽しみです。宜しくお願いします。
皆出席表彰 １８年
雑誌の紹介
原 眞平君
鈴村正樹君
②原美保さん長い間おつかれ様でした。
糸井川均君、鈴木 力君
★伊藤昇パスト会長本日の卓話たのしみです。よろしくお願
いします。
可児 力君
★創立６０周年ではお世話になります。伊藤昇パスト会長の
卓話楽しみに拝聴させて頂きます。
鳴海伸明君
★伊藤パスト会長の前田青邨のお話を楽しみにしています。
波多野一夫君、佐藤好哉君
出席報告
ニコボックス発表
★伊藤さん本日の卓話楽しみにしていました。青邨さんにつ
可児 力君
安藤正樹君
いて拝聴します。原美保さん事務局ご苦労様でした。
勝野安和君、塚田 晃君
★本日の社会奉仕委員会担当の卓話、楽しみにしています。
伊藤昇パスト会長、よろしくお願いいたします。
吉川義康君
★伊藤パスト会長、本日の卓話とても楽しみしています。
田口義也君
★本日の例会は社会奉仕委員会担当で伊藤昇パスト会長の前
新事務局員あいさつ 8 年間に渡りお世話になり、ありがとうございました。
田青邨さんの伊藤さんならではのお話を聞かせていただき
今井智子さん
原 美保さん
ます。また先日のオープニングセレモニーでは歯科をさせ
ていただき、大変貴重な体験をさせていただきました。あ
りがとうございました。
社会奉仕委員会・前野求重君、酒井康孝君、長野和夫君
若森まり子君
★伊藤パスト会長卓話よろしくお願いします。１０／７青邨
展オープニング例会皆様早朝よりありがとうございまし
た。
齊藤 隆君
短い期間でしたが、お世話になりました。
社会奉仕委員長
★原美保さん長い間ごくろう様でした。いろいろとお世話に
片山 まゆ美さん
前野求重委員長
なりました。今井さんに引継ぎをよろしくお願いします。
前回の記録 ～１０月１２日～
安藤正樹君、志津竜良君、三宅正朗
★木曽路の松茸まつりに多くのロータリークラブの皆さんに
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
43／70
61.42％
出席報告
参加してくださりありがとうございました。また２月ふぐ
10/7 補正出席率
52／70
74.29%
まつりもありますのでお願いします。
小縣一夫君
会員総数７５名、出席免除者５名
７月度の
★９月末をもちまして事務局を退職させて頂く事になりまし
ビジター
お
祝 い
郷原基幸君、佐古和也君、丸山充信君
た。８年間皆様には大変ご迷惑をお掛け致しました事、心
結婚記念
小木曽輝栄君、堀
務君（中津川センターRC）
７月度
日
よりお詫び申し上げます。皆様のご健勝とクラブの益々の
ニコボックス
のお祝
発展をお祈り申し上げます。今までありがとうございまし
い
結
★７日の前田青邨展オープニングセレモニーに多くの方が
た。
事務局 原 美保君
７月度のお
婚
記念
ご出席いただきありがとう。
皆様のご協力のおかげで無事に
祝い
日
結婚
展覧会を始めることができました。伊藤パスト会長、時間を
記念日
かけて多くの資料をご用意いただきありがとうございます。 本日のご申告 ６９．５ポイント（累計４０７ポイント）
たくさんのご申告、ありがとうございました。
卓話を楽しみに拝聴いたします。
会長・林彰君、副会長・鶴田温君、幹事・後藤大作君
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2017～2018 年度 国際ロータリー第２６３０地区
地区大会 11 月 14 日（土）
、15 日（日）伊賀市民文化会館

弁護士 山本 亮

地区大会参加者
林 彰君、塚田 晃君、可児 力君、田口義也君
佐藤 均君、佐藤好哉君、志津竜良君、前野求重君
吉川義康君、後藤大作君

帰路 桑名にて夕食会。お疲れ様でした！
中津川ＲＣ委員会行事予定
１０月２６日(木）18：30～
第２回ＩＤＭ 「更科」 ／ＩＤＭ委員会

今後のお知らせ
◎１０月７日（土）～１１月５日（日）創立６０周年記念事業
特別展 「ふるさと中津川の先人～前田青邨」の開催
◎１０月２２日（日）中津川４クラブ親睦ゴルフコンペ
ユーグリーン中津川ゴルフクラブ 8:30
◎１２月 ２日（土）岐阜東農グループＩＭ
多治見市産業文化センター
◎１２月 ２日（土）６０周年記念事業及び国際交流事業
「ドラゴンズ野球教室＆トークショー」
場所：夜明け前スタジアム（野球教室）
東美濃ふれあいセンター（トークショー）
◎１２月 ５日（火）中津川４クラブ会長幹事会議

ホスト：中津川ＪＣ
他クラブのご案内
中津川センター＝１０月３０日（月）→２９日（日）へ移動
移動例会 ふるさと芸能文化発表会へ
瑞 浪＝１０月２７日（金）特別休会
１１月 ３日（金）法定休日（文化の日）

第３回 日本一短い遺言
法律家の書く文章は「読みにくい。
」
、
「長い。
」とよく言
われます。これは文章力の拙さもありますが、法律文書が
独特の性質を持っているためです。
まず、専門用語の難解さです。できるだけ平易に言い直
そうとはするのですが、一つの用語にも長年にわたる解釈
と判例の積み重ねがあるので、どうしても言いかえできな
いものがあります。例えば、民法の「善意」という言葉は、
優しさとは無関係で、取引などを始める際にある事実を知
らなかった、ということを意味します。逆に、
「悪意」とは、
相手に対する敵意ではなく、ある事実を知っていたことを
意味します。
また、複数の意味に解釈できる文章を書くと、相手方は
自分にとって最大限有利な解釈をしますので、出来るだけ
一通りにしか解釈できない文章にする必要があり、相手方
から揚足をとられないように予防線を張る必要もありま
す。このため、普通の会話なら省略している主語を明確に
し、時系列をはっきりさせ、行われた行為の様子を詳細に
書き・・・と様々な点で気を付けなければならないので、
どうしても長い文章になってしまいます。
このようなわけで、法律家の文章は読みにくく、長いと
いう悪評を被ることになります。しかし、たまに複雑な内
容を明快に分かりやすく書かれている書面を見ますと、ま
だまだ自分は努力不足であることを思い知らされます。
今回は、たった６文字の遺言で見事に相続争いをなくし
たお話を紹介します。
国宝「鳥獣人物戯画」
（兎と蛙が相撲を取っている場面で
有名な平安期の絵です）の作者と言われる鳥羽僧正覚猷（か
くゆう）は天台座主も務めた高僧でした。臨終が近づいた
ころ、弟子たちから遺産の分配方法をきっちり書き残して
ほしいとしきりにせがまれました。僧正はもはや涅槃の境
地に入られており、そのような俗世のことはどうでもいい
と思われていたのですが、あまりに弟子たちがうるさいの
で、遺言書をしたためてから入寂されました。
弟子たちは、定めしいろいろなことが遺言書に書かれて
いるだろうと寄り集まって遺言書を開いてみれば、
処分可依腕力（しょぶんわんりょくによるべし）
の６文字があるだけでした。弟子たちは、まさか取っ組み
合いをするわけにもいかず頭を悩ましていたところ、これ
が白河法皇のご叡聞に達し、法皇の勅裁をもって分配が定
められたとのことです。弟子たちが出家の本分を忘れ、財
産争いにあくせくしていることにユーモアをもって厳しい
ご意見をお加えになったというこの話が今に伝わっており
ます。もちろん現在の民法ではこのような遺言は無効です
が、遺言書の末尾に、相続でもめるなら、中津川警察署の
玄関でつかみ合いの喧嘩をして決めんさい、と書くだけで
も紛争抑止の効果はあるかもしれません。ご参考までに。

