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出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2227回 27名 11名 52.4％
出席義務免除

7名（出 1）

第2225回 27名 14名 63.6％
補    填

4名

Rotary International

国際ロータリー会長

バリー・ラシン

2018‐19 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

言行はこれに照らしてから

1. 真実かどうか

2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●創   立：１９７３年２月２３日

●会   長：品川 芳洋

●幹   事：堀内 伸也

●会報委員長：高岡 正和

新しく生まれ変わろう

―クラブルネッサンス

第 2228 回移動例会

＊2018～19 年度最終例会及び会員懇親会のため

移動例会

於：ラグナヴェール プレミア レストラン

例会：12：00～13：00

① 開会 点鐘

② ソング ｢我等の生業」

③ ビジターの紹介

④ 皆出席祝 36年 鈴木 洋会員

⑤ 2018～19 年度下半期ＨＣ皆出席祝

石川 義一会員

⑥ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑦ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑧ 卓話 ｢今年度の回顧｣

品川 芳洋会長・堀内 伸也幹事

⑨ 閉会 点鐘

★ 会員懇親会：13：00～14：30

＊7/3（水）12：30～13：30

八尾ＲＣへ表敬訪問（八尾商工会議所）

長尾会長、辻田幹事

第 2229 回例会 7月 5日（金）

2019～20年度 初例会

★例会前：7月度定例理事会

☆八尾ＲＣ・大阪柏原ＲＣ・八尾中央ＲＣより

会長・幹事表敬訪問

☆卓話「本年度の会長方針」

2019～20 年度会長 長尾 穣治

☆7月誕生月祝 上田会員、中澤夫人、堀内夫人

☆7月結婚記念日祝 堀内会員

＊7/9（火）

大阪柏原ＲＣへ表敬訪問 12：30～13：30

八尾中央ＲＣへ表敬訪問 18：30～19：30

長尾会長、辻田幹事

ニコニコ箱

●山田さん、ようこそ。長い間充電された卓話楽し

みです。           品川 芳洋会員



会長の時間

この時間に取り上げた話題がシンクロナイズした感

じで新聞にとりあげられる場合が時々ありました。

先週は東京のＲＣへメーキャップで訪れた時に卓話

で話されていた作詞家岩谷時子さんについてのお話

をしましたが一昨日の日経夕刊で加山雄三さんが 4

年ぶりにコンサートツアーを再開し、岩谷時子さん

との「君といつまでも」「旅人よ」などの名作の数々

を歌うと報じられていました。ちょっとしたことで

情報が織りなされていくことを実感しました。

その日の紙面には「ユニクロ、日本ＣＥＯに初の女

性」という記事がありました。生き残るためには従

来のどの店も均一なサービスを提供するオペレーシ

ョンから、各店舗がそれぞれの「個性」を打ち出す

「個店経営」への変革のかじ取りを託されたそうで

す。

「個性」と「女性の活用」、時代を反映しているキ

ーワードですね。

●卓話させていただきます。よろしくお願いします。

山田 哲男会員

●遅刻のおわび。

山田さん卓話よろしくお願いします。

来週最終例会、Ｇ20 サミットの為、出席出来ず申

し訳ございません。       長尾 穣治会員

●山田さん、お久し振りです。卓話よろしくお願い致

します。           桑田 タア子会員

●山田さん、卓話ご苦労様です。   鈴木 洋会員

●今回合計 15,000円

●累計  699,000円

【連絡事項】

①次週 6/28（金）移動例会になります

12：00～ 梅田『ラグナヴェールプレミア

レストラン』

以上

「ＭＭＴ」

  山田 哲男会員

ＭＭＴとは Modern Monetary Theory の略で日本

語訳は現代金融理論になります。

ＭＭＴは純粋な理論で財政政策ではありません。

２つの事実と１つの制約からなっており

（事実１）

自国通貨建ての国債しか発行していない国の国

債は発行量が増加しても発行できなくなること

は無く財政破綻もしないので財政的な予算制約

に直面することはない。

（事実２）

政府の赤字は民間の黒字、政府の黒字は民間の赤

字。

日本政府が約１０００兆円の国債発行残高を減

らすと民間の預金は同額分減ることになる。

（制約）

国債発行に関して財政的な制約はなくても生産

と需要について限界があり、供給能力不足による

インフレ率が適正な範囲に収まる必要があると

いう限界がある。

ＭＭＴは２つの事実と一つの制約からなってお

りこれ以外の部分はＭＭＴではなくＭＭＴを踏

まえたうえでの政策論議である。

ＭＭＴは様々な誤解、決め付け、曲解などに基づ

き非難される。

例えば、「ＭＭＴによると政府は無限に国債が発

行できるというがそんなはずはない」などが一例

である。

幹事報告

【配布物】

①週報



～ロータリーニュースより～

2020‐21 年度国際ロータリー会長に

ホルガー・クナーク氏が選ばれる

記事：Ryan Hyland

ホルガー・クナーク氏（ドイツ、ヘルツォークト

ゥム・ラウエンブルグ・メリン・ロータリークラ

ブ会員）が 2020-21 年度国際ロータリー会長に選

出されました。

会長指名委員会は、スシル・グプタ氏が健康上の

理由で先月会長ノミニーを辞任したことに伴い、

再度会長ノミニーの選考を行いました。対抗候補

者の氏名が提出されない限り、クナーク氏は 5月

31日に正式に会長ノミニーとなります。

クナーク氏は、会員基盤を強化するためにはロー

タリーが女性会員数を増やし、ローターアクター

のロータリークラブへの移行に焦点を当てる必

要があると話します。「優秀なローターアクター

が大勢いるにも関わらず、ロータリークラブに入

会するのはほんのわずかです」とクナーク氏。

ロータリーの「世界を変える行動人」キャンペー

ンは、ロータリーが公共認識を高める上での新し

い可能性をもたらすとクナーク氏は話します。

「それぞれの地域性や文化を尊重しつつ、ロータ

リーの国際的なイメージを伝えるのに最適なキ

ャンペーンです」

1992 年にロータリーに入会したクナーク氏は、ロ

ータリーの財務長、理事、モデレーター、各種委

員会の委員や委員長、規定審議会代表議員、ゾー

ンコーディネーター、研修リーダー地区ガバナーを

歴任したほか、恒久基金／大口寄付アドバイザー、

2019 年ハンブルグ国際大会ホスト組織委員会の共

同委員長でもあります。

不動産業を営む「Knaack KG」の CEO であり、125 年

続く家族事業の「Knaack Enterprises」のパートナ

ー兼ゼネラルマネジャーを務めました。

地域社会では、ラッツェブルク市市民財団の創設メ

ンバーで、Gut Grambek ゴルフクラブの会長を務め

た経験もあります。さらに、カール・アダム財団の

会長で創設者です。

スザンヌ夫人とともに、ロータリー財団のメジャー

ドナーで、遺贈友の会のメンバーです。

2020-21 国際ロータリー会長指名委員会は次の通り

（敬称略）：小沢一彦（横須賀ロータリークラブ、

日本、神奈川県）、マノジ D. デザイ（バローダメ

トロ・ロータリークラブ、インド、グジャラート）、

シェカール・メータ（カルカッタ・マハハガル・ロ

ータリークラブ、インド、ウェストベンガル）、ジ

ョン G. ソーン（ノースホバート・ロータリークラ

ブ、オーストラリア、タスマニア）、ギラー E. タ

マンガン（マカティウェスト・ロータリークラブ、

フィリピン、マカティシティ）、朴柱寅（パク・ジ

ュイン）（順天ロータリークラブ、韓国、全羅）、

エリオ・チェリーニ（ミラノドゥオーモ・ロータリ

ークラブ、イタリア）、ギデオン M. パイパー（ラ

マトハシャロンロータリークラブ（イスラエル）、

パー・ホイエン（アールップ・ロータリークラブ、

デンマーク）、 ポール・ニフ（ウェスプ・ロータ

リークラブ、オランダ）、サム・オクズエト（アク

ラ・ロータリークラブ、ガーナ）、ジョゼ・ウラビ

シ・シルバ（レシフェ・ロータリークラブ、ブラジ

ル）、ブラッドフォード R. ハワード（オークラン

ドアップタウン・ロータリークラブ、米国カリフォ

ルニア州）、マイケル D. マッカラ（トレントン・

ロータリークラブ、米国ミシガン州）、カレン K. ウ

ェンツ（メリービル・ロータリークラブ、米国テネ

シー州） 、マイケル K. マクガバン（サウスポー

トランド・ケープエリザベス・ロータリークラブ、

米国メーン州）、 ジョン C. スマージ（ネイプル

ス・ロータリークラブ、米国フロリダ州）

また、ベーシックインカムと結びつけられること

も多々あるがＭＭＴはベーシックインカムを全

く肯定していない。

ベーシックインカムは労働意欲の減退による供

給力低下を招きさらにマネーストックが急増す

るのでハイパーインフレになる可能性が高い。

このようにＭＭＴは具体的な政策をセットにさ

れて非難される傾向がある。

ＭＭＴはあくまでも２つの事実１つの限界で構

成されている理論であることを忘れないように

したい。
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