（2019 年）令和元年 11 月 19 日 2019～2020 年度 No 17（第 3311 回会報）
会員数 108 名 出席者数 67 名 出席率 69.1％
ビジター紹介（親睦活動委員会

小島克之委員長）

神長善次様（ゲストスピーカー） タマン・ラズ・クマリ様（元米山奨学生）
会長挨拶（町田卓大会長）

技能五輪全国大会が 11 月 15 日（金）から 17 日（日）迄、愛知県で開催されました。東武ホテルグラ
ンデの斎藤砂波（さいとうさら）さん（21）がレストランサービスの職種で日本一になりましたので皆様
にご連絡致します。今、各テーブルで、テーブルミーティングを開催していただいております。私も呼ん
でいただいております。
快出席祝（出席委員長

和氣幸雄副委員長）

佐山良一会員（14 年）渡邉幸雄会員（14 年）長谷部周彦会員（1 年）松永建太会員（1 年)
菅谷隆臣副 SAA

先日の地区大会が開催されました。それぞれの、表彰の品が届いております。
長寿会員、鈴木重男会員・篠崎昌平会員・矢嶋昭司会員・助川通泰会員・近藤隆亮会員・太田周会員です。
30 年 100％出席会員は、助川通泰会員と長谷川正会員です。
新入会員紹介（明賀一博副会長）

ご入会の関本純一様をご紹介致します。推薦者は、青木直樹会員と私明賀です。関本様は、東日本旅客
鉄道(株)宇都宮駅駅長様です。前任小宮様の後任の駅長様です。お住まいは茨城県筑西市、ご家族は奥様
とお二人のお子様です。ご出身は、宇都宮市峰町です。ご趣味は、スキー・テニス・自転車・音楽・読書
です。
関本純一（せきもと じゅんいち）様

東日本旅客鉄道(株)宇都宮駅 駅長
ご家族：奥様 二人のお子様
趣 味：スキー・テニス・自転車・音楽・読書
推薦者：青木直樹会員 明賀一博副会長
所 属：親睦活動委員会

新入会員紹介（明賀一博副会長）

ご入会の永井秀人様をご紹介致します。積水ハウス(株)北関東シャーメゾン支店支店長様でいらっしゃ
います。推薦者は、毛塚武久会員と町田卓大会長です。ご出身は、東京都府中市です。ご家族は、奥様と
三人のお子様です。多摩大学 1 期生のご卒業です。ご趣味は、渓流釣りと車です。
永井秀人（ながい ひでと）様

積水ハウス(株)北関東シャーメゾン支店 支店長
ご家族：奥様 三人のお子様
趣 味：渓流釣り・車
推薦者：毛塚武久会員 町田卓大会長
所 属：親睦活動委員会

幹事報告（大矢裕啓幹事）

11 月 8 日・9 日・10 日の 3 日間、地区大会が栃木市で開催されました。8 日の記念ゴルフ大会では、
当クラブより 6 名の会員の方に参加をしていただき、49 クラブ中 6 位の好成績でした。9 日育成セミナ
ー・10 日の本会議には、多くの皆様にご参加をいただき有り難うございました。2 月には、IM（Intercity
Meeting）開催の予定です。どうぞ、宜しくお願い致します。
ニコニコボックス委員会報告（吉田範行委員長）

誕

生

祝：門脇恒一会員

快

出

席：松永建太会員 草野英二会員 長谷部周彦会員

配偶者誕生祝：門脇恒一会員
太 田 周 会 員：地区大会長寿表彰 80 歳以上、これからも宜しくお願い致します。
長谷川正会員：30 年 100％快出席表彰
J テーブルミーティング残金：
渡 邊 肇 会 員：ラブビーワールドカップ パナソニックワイルドナイツ（6 名）の選手が活躍しました。
遅ればせながら、ニコニコ致します。
（稲垣啓太・堀江翔大・坂手淳史・ヴァルアサエリ愛・松田力也・福岡堅樹 各選手）
E テーブルミーティング残金：11 月 12 日開催致しました。
プログラム紹介（プログラム委員会

伊原修委員長）

本日のゲストスピーカーは、神長善次様です。皆様のテーブルにプロフィールをお配りしております。
ご出身は那須烏山市、現在は、東京都にお住まいです。経歴は、宇都宮高校から京大法学部を卒業後、外
務省に入省、アメリカ大使館・フィリピン大使館を勤務され、宮内庁の御用掛という事で、昭和天皇の通
訳を兼務されていたという事です。その後、各大使館の公使を歴任された後、オマーン大使・ネパール大
使を歴任されました。退官後は、宇都宮大学・作新学院大学客員教授等をされ、下野新聞客員論説員等さ
れています。現在は、(株)サンデリカ監査役・(株)東ハト監査役、国際開発支援財団評議員・大同生命国
際文化基金理事等されています。昨年度瑞宝章を受章されています。宜しくお願い致します。
卓話｢スイスに学ぶ｣
(株)サンデリカ監査役 (株)東ハト監査役 国連英検審査員
国際開発支援財団評議員 大同生命国際文化基金理事

神長善次 様

只今ご紹介をいただきました神長です。今日は、スイスを知るにはどの様にしたら良いのかと云う核
心部分をお話させていただきます。1988 年から 1991 年迄スイスに住んで、政治関係を中心に担当して
いました。丁度冷戦が終結し､日本の経済成長は世界で 2 番目の経済大国で
した。これは、当時スイスとならんで世界 1・2 を争う国民所得で、国民１
人当たりの収入は、38,000 ドルでした。しかしこの 30 年間で国民所得は、
40,000 ドルにいきません。この 30 年間は、何だったのだろうか？大学生に
教えますと｢私達は、勢いのある経済は知りません。親からは、今年も悪い
と云われ続けてきました｣と話を聞きます。では、スイスではどうだったの
でしょうか？今、80,000 ドルを超えています。20 年の間に日本の倍以上の１人当たりの収入です。イノ
ベーションにおいては、世界 NO1 はスイスです。暮らしやすさ・国民の幸福度は、スイスが世界のトッ
プクラスです。日本の幸福度ランキング 58 位、暮し安い順位を見ても 20 何番目、これだけの差が出て
来ています。何故なのでしょうか？1 枚の資料をお配り致しました。教育・政治・経済・国際性・環境・
安定性等、6 ヶ所比較する表となっております。スイスを下部構造と上部構造に分けてみます。下の構造
は、実質の生活そのものです。主権国家と云う意識が非常に強いです。ドイツ・フランス・イタリア・オ
ーストリアと 4 つの国に挟まれています。常に回りから攻撃を受けてきたスイスは、常に身構えて国を
守って来ました。この国家主権に対する意気込みは非常に強く、それが永世中立国という国を作りまし
た。4 つの国から攻められても、自分は独立を守り通す保証をいただければ独立は守られる、これが永世
に中立で、干渉はしない、従って保証して下さいという国際条約における協力になるわけです。今も国民
には徴兵制度があり、20 歳から 30 歳の男性には兵役義務があります。20 週間位訓練を受け、何年間に
1 回実習を受けます。一生の間に 260 日の訓練を受けなければなりません。今もし有事が起きたとしま
すと、スイスでは 60 時間以内に 30 万から 40 万人の兵隊が集まります。スイスは、お金を使いません。
常備軍は 4,000 人位いますが、常時はそんなに有りません。その時に集まって国を守る、この体制が非
常に良く出来ています。
主権を守るという事と、主権の中の共同体を守りきる、これが強いです。スイスは、神聖ローマ帝国と戦
った国です。ウイリアムテルが自分の子供の頭にリンゴをのせ、弓を射るという事は神聖ローマに対す
る戦い 1291 年でした。私がスイスにいた時に、丁度 700 年を迎えました。その様な時です。団結して 1
つの自治体を作る事が広がり、22 の共同体が集まってスイスを作っています。したがって郷土意識が強
く愛国教育も行います。主権という自分の立ち位置・自分の土俵を良く知っているという事が基礎にあ
ります。これを下部構造といっています。上部構造は、宗教です。ヨーロッパで宗教革命がありました。
カルヴァンという人がフランスから逃れ、スイスのジュネーブでプロテスタントの国を作りました。ジ
ュネーブの誇りの一つです。革新的な宗教派でした。労働と神への信仰と節約、この 3 つをすれば自分
が蓄えられる、自分が得た富の星が守ってくれる、これがプロテスタントリズムの核心です。富を得ると
いう事にもの凄い熱意があります。しかし、生活は質素で、節約と労働です。生活は、我々日本人より 1
時間早い生活をしています。冬の未だ暗い太陽も出ない時間帯 4 時・5 時に起きて、学校や会社に行く準
備をします。本当に良く働きますし、倹約も良く行います。スイスのレストランでは、ごみをあまり出し
ません。温かいものは、1 日 1 回位しか食べません。ガスも多くは使いません。我が家は 5 人家族で、ご
みを出すのが申し訳ない程でした。神への信仰は熱烈です。許された所で富を蓄える。日本の場合は、1
年間で得た富が来年に流れてゆく､その様なお金の流れです。しかし、スイスでは地下に眠っています。
地下には、フランスから買ってきたワインが有りますし、金ののべ棒も有るでしょう。家の中には、時価
何億という絵画が飾って有ります。その様な生活です。その様な富を持っても、スイス人は誇らしげに人
に見せたりはしません。自分がベンツに乗っても、誇らしげに｢これ、見よ！｣とばかり家の前には置きま
せん。車庫の中に入れて見えない様にしています。家も大きく有りません。節約をしています。富の蓄積

をした上で、イノベーションです。これにはとても熱心です。イノベーションは、世界一です。スイスで
は 2 つの銀行が、仮想通貨を認め、そして営業を始めました。この通貨銀行の預託が凄いです。1,000 万
以上の預託を積まなければいけません。それを有価証券にする、又は通貨証券にする、そしてそれを守り
切ります。それを守るために、その通貨の保証書、その他インターネットをスイスのアルプスの核シェル
タの中に確保するという事です。世界で最も暮し安い所は、OECD（経済協力開発機構）の統計です。ス
イスは、上位トップ 5 には必ず入っております。安定性は世界第 2 位、日本は 16 位です。スイスの医療
制度は 4 位、日本は最下位です。生活の満足度は 2 位、日本は 29 位。雇用はスイス 2 位、日本 14 位で
す。スイスは多方面で見習う事が多いという事です。これは、上部構造と下部構造です。領土保全という
事に多大な力を入れております。文化・伝統を重んじる、日本の学校制度は、6 年 3 年 3 年です。スイス
は、最初の 6 年は義務教育、その後 90%が職業専門学校に進学します。大学進学率は 10％です。そこで
自分の将来を決めます。スイスの教育というのは「考えてから、決めさせる」というのが教育です。親が
決めるものでは有りません。色々な物を与えて、良く考えさせる、義務教育の時に決めさせて、職業に就
くという事です。昔のギルド制度です。今も生きている制度です。今、スイスの専門教育は世界一です。
何より凄いのは、世界で何か有った時に、その技術を商品化する・開発する、その技術に長けているのは
スイスです。残念ながら日本は、技術は有りますが、そこまで制度化しません。スイスで何よりも凄いの
は、自前の資源を活用することに長けています。スイスは、山国です。その山をいかに美しく開発して人
を呼び寄せるか、それぞれの資源を最大限に活かしています。自前の経済です。スイスは、水の国です。
これを開発するタービンが有ります。日立か？三菱か？それともスイスか？と言われています。また水
力送電を考えたのもスイス人です。送電でお金を儲ける。水が必要な繊維を発達させる。繊維を染める、
その染工業が発達する。染工業が発達すると、化学工業が発達する。化学工業が発達すると、化学から薬
品・製薬が発達する、あらゆる自分の物を豊に発達させます。製薬も世界一です。スイスは、その様な国
です。主権国家ですので、経済は二国間経済で、TPP はやりません。TPP をしますと、下からの国はメ
リットを受けますが、上にいる国にはメリットは有りません。これが TPP の落とし穴です。ヨーロッパ
自由貿易連合に入っていますが、これは非常に緩い協定です。この協定の中に入って二国間協定をする、
実質は自分の利益を守る為に、これを使っているということです。スイスは、EU に入っていません。EU
に入る為には、条件を付けています。最低賃金を守れということ、自分の国の法律に干渉をしないという
ことです。神の温情として認められるのが富です。そのエネルギーをイノベーションに使います。その頂
点には、
「暮らしやすい」が生まれます。この様にスイスをご覧いただきますと、日本との差がご理解い
ただけるかと思います。私が言いたいのは「是非、スイスを研究していただきたい」ということです。
有り難うございました。
【11 月卓話】
11 月 19 日（火）｢スイスに学｝
神長善次様

元オマーン・ネパール大使

11 月 26 日（火）｢インフラを創り、守る 関電工｣ 会員卓話
谷田部幸男会員

(株)関電工 栃木支店 支店長

【12 月卓話】
12 月 3 日（火）｢先端医療について｣
八島史明様

（医師）

12 月 10 日（火）忘年会（親睦活動委員会）
オトワ・レストラン

12 月 17 日（火）｢警衛警備について｣
岡広志様

宇都宮中央警察署 署長

12 月 24 日（火） 会員卓話
ロータリー財団委員会
12 月 31 日（火）休会
【今日の食事】
ポークグリル＆カレーライス
サラダ
福神漬け

会報担当：渡邉

肇 会員

画像担当：小野 真一 会員

