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● 点 鐘 市原ＲＣ会長 藤谷泰弘 
● ソング 我等の生業 
● お客様 市原中央 RC 浅野重之様 
● 会長挨拶 市原 RC会長 藤谷泰弘 

   
みなさんこんにちは。 

市原中央ＲＣ浅野様お出でくださりありがとうございま

す。今日は予定しておりました外来卓話が急遽取りやめ

になりまして会員の皆さんにはご迷惑をお掛けいたしま

した。延期ということでご了承下さい。 

第３分区のゴルフ大会も今日ありまして 11 名の会員が

参加しております。従いまして例会参加者は少なくなっ

ています。卓話にお見えになっても逆に失礼にならない

か心配をしていたところだったものですから、ほっとし

てる気持ちも幾分あります。 

代わりに今日は会員によるショートスピーチのリレーで

充実した例会にしたいと思っています。一言話したいと

思われる方、よろしくお願いします。一応、事前に５名

の方（川島さん、千葉さん、山本さん、吉田さん、常泉

先生）にお願いしてありますが時間に余裕がありました

ら、他の皆さんもご協力をお願いいたします。 

● 幹事報告 幹事 小川長二 

例会日変更のお知らせ 
11 月 26 日(水)が 27 日(木)に変更です。森田健作氏をお
招きし、卓話をしていただきます。市原中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

との合同例会です。 
● 委員会報告 
新世代育成委員会 万崎会員より 
11月 25日(土）市原中央高校ｲﾝﾀｰｱｸﾄとの親睦ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾊﾟ
ｰﾃｨｰを市原市農業ｾﾝﾀｰで開催します。ぜひご参加下さい。 
 

親睦活動委員会 篠田会員より 
11月 19日～20日に行います移動例会（柏崎視察研修）
に参加できる方を募集しています。宜しくお願い致しま

す。 
●卓話 会員スピーチ 

     
川島会員 

プロラムの急遽の変更大変申し訳ありませんでした。

外来卓話の場合どうしても当事者の都合が優先します、

他の突発的な変更を含めて次年度からは理事会にプロ

グラム担当者をオブザーバーとして出席されるように

したらいかがでしょうか。本日も 11 名が地区ゴルフの
為欠席ですが今後はこのような時期には外来卓話は避

けるように致します。 
臨海企業の定年後の青年達と 4 年前から農業を含めた
仕事と遊びをしています。農業人口が不足と言うのは正

しい判断なのでしょうか？農業については余りにも過

保護に成っていないでしょうか？定年後の第二の人生

の為の病院のつもりで始めましたが現在 60名ばかりに
なりました。興味のある方は是非遊びに来てください。 

    

千葉会員 
＊正倉院 
先週の例会後、奈良国立博物館で開催中の「正倉院展」

に行ってきました。 



                                                    
昭和 21年から毎年開催され、途中東京で開催された三回
を除くと、奈良国立博物館での開催は今回で六十回目で

す。私は過去に三回行ってますが、整理されたものだけ

でも 9000 点に及ぶ宝物から毎回数十点展示されます。
今回は 69件展示され、その内、初出陳は 18件でした。
毎年一度この時期に 2 ヶ月間の曝涼（虫除け）が行われ
ますが、その時期に合わせて公開されます。その為、代

表的な宝物を見るには複数年にわたり見学しないとめぐ

り合えないのです。 
正倉院は元々東大寺の正倉でした。奈良、平安時代に

は大きな寺にはそれぞれいくつかの倉庫がある一郭があ

りそれを正倉院と呼んでいました。現存するのは東大寺

の正倉（数多くあった倉のうちメインの倉）のみです。

756 年、聖武天皇が崩御すると光明皇太后はその遺愛品
を東大寺大仏に奉献し、天平時代を中心とする多数の美

術工芸品を収蔵していた施設です。正倉院は 3 室に分か
れていて正面から見て右側から北倉、中倉、南倉で内部

は完全に分離され、中からそれぞれの倉には行き来でき

ず、またそれぞれの倉は２階になっています。正倉院宝

物が現在もなお極めて良好な状態で、しかも多数のもの

がまとまって残されているのは、高床式、檜造りに寄与

することは当然ですが、勅封制度（天皇の許可なしでは

開けられない）によりみだりに開封することなく、手厚

く保護されてきたところが大きいのです。現在は、正倉

院には何も収められてなく、昭和 28 年、37 年に建築さ
れた鉄筋コンクリート造りの東宝庫、西宝庫に収納され

ています。特に後で建てられた西宝庫は勅封倉（現在は

宮内庁管理）で整理済みのすべての宝物を収蔵されてお

り年１回秋季にしか開封されません。 
「正倉院はシルクロードの終着点」ともいわれます。こ

れは宝物のもつ世界性の一端をも表しています。正倉院

宝物はただ単に奈良朝時代の文化の華やかさだけでな

く、まさに８世紀の世界文化を代表する貴重な文化財が

大変良い状態で残されています。他国の同じような文化

財でもそのほとんどが埋蔵品であり状態の悪いものが多

いなか、正倉院正倉のものは世界に類をみない保存状態

なのです。 
紙面の都合でこの位にしますが、正倉院展を通して奈

良朝の人々の文化や暮らしを身近に感じ、古へのロマン

を一人楽しんでいます。 
 
 

    
山本会員 

＊金融危機 
正直、私も新聞等で報道されている程度の知識しか

ありませんし、先のことは全く読めません。ただ、私

が外資系の生保に所属しているということで、よく聞

かれます。またお客様からもお問い合わせを頂いてい

ます。 
そこでまずお話するのは、AIG と当社(プルデンシャ
ル)との違いをきちんと説明しています。(ここでは割
愛しますが CDSという金融商品について) 
それと、何が起こるか分からないという今の時代です

から万が一、保険会社が破綻した場合どうなるのか、

ということもきちんとお話することが大切だと思っ

ています。 
過去、日本の生保は 7社破綻し、今回大和生命とい

う会社がまた経営破綻しました。その時の経緯を知る

ことが大事です。現在、生命保険保護機構において、

責任準備金の 90％は保護されるということになって
います。ただ、予定利率の高い契約ほど、減額される

可能性が高いです。保護機構は加盟企業からの分担金

で運営されますが、資金が不足する場合には公的資金

が投入されるという法整備もされています。ですから

財政的な裏づけもあると言えます。 
私自身、今回の金融危機がなぜ起きたのか、そして

これからどう収束されていくのか自分なりに理解を

し、記憶していくことが大事だと思っています。100
年に一度、これから不況が本格化するなどと言われて

います。しかし世界人口が現在 67 億人、2050 年に
は 90億人になると推測されています。人口が増えれ
ば消費は増え、新興国ではインフラ整備がまだまだ必

要です。長期的には景気は良くなるしかないと思いま

すが、経営者にとって気分の良くない状況が当面続き

そうです。 
 
 
 



                                                    

   
吉田会員 

＊近況 
 入社以来現場で育ってきて 37年になります。今まで転
勤もなく市原近辺で多くの方にお世話になってきまし

た。昨年 5月に初めての転勤で支店（千葉市中央区新宿）
勤務となり、現在営業職を担当しています。民間工事は

別としてほんの数年の間に官庁工事の入札や営業は様変

わりし、悪い言い方をすれば名刺を配るのが営業の仕事

と言った感がありましたが、その名刺配りも今は殆ど無

くなくなりました。現在は発注先である国土交通省に代

表される中央官庁においては、総合評価落札方式が採用

されています。詳しくは省きますが、与えられたテーマ

に対しての技術提案と施工計画及び工事価格を勘案して

評価点で順位を決める方式で、これにより品質確保と不

良業者の排除を図ることを目的としています。今後市町

村も追随するでしょう。しかしこの方式にも矛盾点があ

り、今後試行錯誤を経てより公明正大なものと成ってい

くと思われます。公共工事が減少し厳しい状況の中、営

業一年生としてどれだけ頑張れるか？これからです。 
 
＊鋼材価格の高騰 
 数年前まで鉄筋はトン当たり 3 万円を割っていまし
た。最近の経済状況もあり電炉メーカーはかなり引き下

げていますが高炉メーカーは減産で対応し引き下げせ

ず、結果 10万円以上しています。H鋼等の鉄骨も同様で
す。 
 ｽｸﾗｯﾌﾟ価格は目まぐるしく変動しています。今年の最

高値は 7万円を越えていましたが、現在 1万円前後に急
落しています。ｽｸﾗｯﾌﾟ価格が上昇する中、予定価格約 7
億ほどの解体工事がありｽｸﾗｯﾌﾟが大量に見込まれ、今後

も単価上昇を見込み入札価格がマイナスで応札する業者

も出ましたが、契約金額がどのように決まったかは不明

ですが 大変なことになっているのでは、取らなくてと

いうより取れなくて良かった物件です。 
 
 

＊五井駅東の現況 
 造成工事は順調に推移しています。開発面積 40ha（ヨ
ーカ堂 15ha・カインズ 6ha・商業施設他）このほか、
市原市が計画している総合運動公園 9.9ha となってい
ます。工事周囲は防砂ネットが張りめぐらされ、どんな

工事をやっているかは見えないと思いますが、ほとんど

が雨水・汚水をはじめ地中工事のため目立たないと思い

ます。今までに搬入された山砂は約 40万㎥、10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ
で 7 万台以上になります。ヨーカ堂とカインズの建設
は、景気の減速で多少ずれ込んでいるようで、平成 22
年 4月に予定していた街開きも遅れそうです。()あくま
でも予測です。） 

    
常泉会員 

入会後１６年、RCで何を得たか、お話します。 
教職をリタイヤして４年目に入会しました。最も閉ざさ

れた職業と言われている教職の世界で４０年近く勤め

た者にとって、ロータリー・クラブは、全く別世界でし

た。それこそ、カルチャーショックの連続でした。しか

し、私の人生で大変濃密な時間であったと思っていま

す。   
 ５分間スピーチの短時間ですので、次の３点にしぼっ

てみました。この詳細については、機会があれば、じっ

くりお話ししたいと思っています。 
１．様々なタイプの人達、一生涯にわたってお付き合い

したいと思っている多数の人達との出会いがありま

した。金に代えることの出来ない貴重な財産を得るこ

とが出来たと考えています。 
２．職業人の倫理運動について、歴史的背景に新鮮な発

見があり、関係図書を読み漁りました。日本史、世界

史の分野で、かなり長期間にわたって学習することに

なり、お陰で、ロータリー運動の本質に触れることが

出来たことは大変な収穫でした。皆さんにお配りした

「ロータリーQ&A」は、その一部の成果と思ってい
ます。と言っても、そんなに大それたものではありま

せん。一ロータリアンの心の軌跡とお考えになってい

ただければ幸いです。    



                                                    
３．社会奉仕の実践活動に芽生えました。 
・市原市の文化活動の底上げのため、NPO 法人、「上総
更級会」を立ち上げ、皆さんのご支援をいただき活動し

ています。   
・市原市、最大の民間音楽団体「市原市楽友協会」の会

長として会の振興のためにお手伝いをしています。  
これらの活動は、ロータリー運動の延長線と心得て奉仕

活動をしています。多くのロータリアンの理解と支えが

奉仕活動継続の源泉になっており感謝しております。 
 

● ニコニコ・ソーリーボックス 
藤谷会長 
急な例会変更にご理解いただき恐縮です。スピーチで

ご協力いただきました方々有難うございました。 
常泉会員 
  卓話の機会をいただき感謝いたします。 
山本会員 
 スピーチさせていただき有難うございました。 
● 出席報告 
前々回確定 67.3％ 
本日出席 38名 本日欠席 11名 本日出席率 77.6％ 
 

 
 
市原ＲＣ主催 市原中央高校インターアクト交流会 11/15(土)市原農業センターにて 

  
インターアクター26名、顧問教師 2名、ロータリアンとその家族 19名、総勢 47名です。 
当日の世話役は新世代育成委員・万崎さん、午前 9時から 12時まで、ＲＣとＩＡの親睦の輪が大きく開きました。 
  

    


