
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

この後、日本政策金融公庫の小諸支店長の講演を楽し

みにしております。 

 

【幹事報告】 矢島 栄一 幹事 

１．原拓男ガバナーより 2016～2017 年度地区大会報告書 

２．東信第一グループ高見澤敏光ガバナー補佐より「東信

第一グループ親睦ゴルフコンペ」開催について 

日時 ５月１６日（火） 

場所 望月東急ゴルフクラブ  

集合 ８：４５ スタート ９：２２ 

プレー費 ７，３００円（食事付） 参加費 ３，０００円 

申込締切 ４月２８日（金） 

３．小諸市文化会館自主事業実行委員会 小池平一郎委

員長より「第 6 回郷土伝統芸能のつどい」について 

  日時 ３月１９日（日）開場 12:00 開演 12:30 

  場所 小諸市文化会館  入場無料 

４．例会変更 

   軽井沢ＲＣ   3 月 27 日（月）   定刻受付あり 

５．週報 

  佐久、上田ＲＣ 

・例会終了後理事会 

【本日の配布物】 

週報 1355・1356 号、地区大会報告書・ﾛｰﾀﾘｰの友 3 月号  

 

◆出席報告   前田 博志 委員長 

会員数２４名  出席義務者２３名  免除者１名     

本 日         出 席  １９名 

            事前 MU １名  ８２．６１％ 

前々回（2/28）   ＭＵ   ０名   ９１．３０％ 

 

◆委員会報告 

 クラブ広報委員会  小 山盛夫 委員 

  ロータリーの友 3 月号紹介 

 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ．１３   矢島 英夫 君 
 

◆点鐘 掛川 興太郎 会長 

◆SAA 渡辺 文夫 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

◆ｹﾞｽﾄ 佐藤 透様 

（日本政策金融公庫 小諸支店長）  

 

【会長挨拶】  掛川 興太郎 会長 

皆さんこんにちは。今日は３月１４日ホワイトデイー

です。2 月 14 日のバレンタイン・デーに女性からチョコ

レートをプレゼントされた男性が、返礼の意味を込めて

プレゼントする日とされています。皆様も、奥さんに、キ

ャンデイーや花束などプレゼントされると夕食のおかず

が普段よりも豪華かもしれません。 

最近、潜在能力を活かせない「日本病」の正体と処方

箋、という記事を読みました。 日本のＧＤＰは世界第

三位。資源の少ない島国が高い潜在能力を発揮され

ているとみられがちだが、その原動力は「人口」だ。日

本が上位に位置しているのは、人口が他の先進国と比

較して相対的に多かったからだと。ＧＤＰは「人口×生

産性」で計算され、生産性は一人ひとりの潜在能力が

発揮されているかどうかを見る尺度になる。日本人の

生産性（一人当たりＧＤＰ）は世界で２７位と低く、潜在

能力を発揮できていないと。日本の生産性については

輸出の面では 2015 年の輸出額はせかい第四位、第三

位のドイツの約半分にすぎない。日本の人口はドイツ

の約１．６倍であるにもかかわらず、「一人当たり輸出

額」となると、第 44 位に転落する。何故かと考えると日

本には他国が真似の出来ない独自の技術が多くある

が、その高い潜在能力を発揮出来ていない。業界別に

見ていくと、先進国の中で、日本の製造業は第一位の

アメリカと第三位のドイツにはさまれて第二位という地

位にある。一部の企業以外、特に銀行、農業、建設

業、サービス業等の生産性は低い。生産性の向上を邪

魔している要因は何か。生産性を上げるためには、今

までのやり方を変える必要がある。にもかかわらず、お

おくの日本企業や行政機関は過去のルールに固執す

る。例えば、銀行の窓口が午後３時に閉まるのは、そ

ろばんと手書きの帳簿を使っていた時代の名残であ

る。ＩＴの導入等によりヨーロッパでは通常のサービス業

と同様に遅くまで開けるようになっている。このような例

はたくさんある。日本の生産性を下げる要因は、社会

全体に蔓延しているのだと。経営者に生産性を高める

改革と投資を促し、一社一社の努力の結果によって一

人当たりのＧＤＰを高めていく目標が大切とのこと。 

 

◆会 長 / 掛川 興太郎     ◆副  会  長 / 小池 平一郎 

◆幹 事 / 矢島 栄一    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 中河 邦忠 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階 

NO．１３５７  平成２９年３月１４日 
 

2016～2017 年度 

国際ロータリーのテーマ 

次 週 のプログラム： 

３月 ２１日  「青 少 年 活 動 報 告 」 

ガールスカウト長 野 第 17 団  

団 委 員 長  太 田  利 律 子 様  

次々週のプログラム： 

３月 ２８日 「 日 本 蜜 蜂 について」 

              林  様  



◆ニコＢＯＸ   美齊津 明 委員 

 

 

 

 

 

 

 

【本日のプログラム】 「小諸市と彦根市はよく似ています」 日本政策金融公庫 小諸支店長 佐藤 透様  

   

○ 明治以降の発展を見てみると・・・ 

・製糸業が支えた繁栄   彦根 オーミケンシ（戦時中は軍需工場）（今は甲子園で活躍近江高校） 

  ・銀行の本店があったが、今はない 

  ・えびす講大好き 

  ・国体開催でインフラ整備 長野昭和 53 年 滋賀昭和 56 年 

  ・「ツルヤ」と「平和堂」（ＡＬプラザ） 

○ 大都市までの距離感 

・新幹線の駅まで 8キロ程度（小諸駅⇒佐久平駅  彦根駅⇒米原駅） 

・それなりの距離が善し悪し 

  小諸駅⇒長野駅（電車で約 1時間） 彦根駅⇒京都駅（電車で約 1時間） 

○ 観光に力を入れているが・・・・ 

・日帰りの観光客の割合が高い （小諸は 1泊 2日が 35％ 日帰り滞在が 59％） 

・果物をはじめとして、おいしい食材が多い 

  彦根 近江米、ひこね梨、ひこね林檎、伊吹そば、近江牛、京野菜、鮒ずし（これはまずい） 

彦根市の取組みについて 

○ 彦根市といえば、今や「ひこにゃん」 

・命名の募集アンケートでは、「ひこねこ」「ひこまる」「ひこにゃん」さて、順位はどうだったのでしょうか・・ 

・10 年近く訴訟事件に巻き込まれた「ひこにゃん」 ？ 

・彦根城をＰＲするために「彦根城と言わず。ひこにゃんで」 ？ 

・宿敵の長州、水戸との仲直りの立役者は「ひこにゃん」 

○ 彦根市の気質 

・今も「井伊の殿様」そして「井伊直弼」「石田三成」の名誉回復 

 ⇒昭和 28 年から 36 年間市長を続けたのは「井伊の殿様」長く、３階建てを超える建物の建築は、ご法度 

・彦根市には近江商人はいない ？ 

・商店街が主役。いいだしっぺ。「市の世話にはならぬ」商店街⇒「商工会議所」⇒「市役所」 

の順にまとまる街 

  参考 ある商店街 350 メートルを江戸時代の建物に ある商店街 大正ロマンを感じさせる建物に 

○ 一元化された観光への取組み 

 

 

橋詰 希望君 

創立夜間例会・有難うございまし

た。17 日結婚祝の花を楽しみにま

っています。 

矢島 英夫君 ラッキー賞、有難うございます。 

前田 博志君 佐藤支店長、ありがとう。 

小林 秋生君 

創立夜間例会、職業奉仕の為、欠

席しました。サッカーチーム・アル

ティスタ（北信越リーグ 1 部参戦）

今年も応援宜しくお願いします。 

○ 小諸藩 彦根藩 どちらも譜代大名の藩 

・育ちの良さと温厚さが魅力 

・最寄に「北国街道と中山道」の分岐。交通の要所（城下町、宿場町） 

  ・懐古園 彦根城 どちらも「さくらの名所」「錦秋の」「雪の」 

 ・山を尊ぶ 小諸 浅間山  彦根 伊吹山（薬草の山） 

 


