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岡谷エコーロータリークラブ永遠のテーマ

地球のために何かをしたい

2018 ～ 19年度ＲＩテーマ

インスピレーションになろう
     リサイクル紙を使用しています

ROTARY CLUB OF OKAYA ECHO WEEKLY

　今月10月はこの会場ホームグランドでの例会は
月初めの1日以来2回目で4週間ぶりとなります。今
月の様な形になりますと、例会への出席率の低下や
ニコニコボックスの積み上がり状況が心配になって
来ます。11月は毎週例会がありますので出席率向
上に向けて宜しくお願い致します。
　さて、朝晩の冷え込みが厳しくなって来ておりま
す。日中の寒暖の差が大きくなって、喉が痛いなど
体調を崩す人が多く見られますが、一方でこの寒暖
差が木々の紅葉を鮮やかにもしてくれております。
街中の街路樹や周りの山の風景を見ますと赤や黄色
が目立ち始めて結構紅葉が進み始めている様に見受
けられます。俳句で「山笑う」という表現がありま
すが、これは春の季語ですが、山の木々が紅葉して
色鮮やかな装いを山が喜んでいる様に見える秋こそ
が「山笑う」に相応しいと思うのですがいかがでしょ
うか。実際には笑うという意味にはげらげら笑う意
味とは別に「つぼみが開く」「ほころびる」という
意味がある様ですので、やはり春の季語は譲れない
ところでしょうか。
　先週土曜日には、岡谷市と下諏訪町の交流事業の
一つである観楓会（楓を見る会）がありまして、春
は桜を観る観桜会を下諏訪町が担当して水月園で行
われて、秋は観楓会を岡谷市が担当して出早公園で
行われます。一昨日の土曜日はあいにく午前中雨に
たたられたため、出早公園ではなくて横川区の区民
センターで行われましたが、新聞にものっていまし
たが今年も色鮮やかで見事な紅葉が見られるとのこ
とです。観楓会は毎年地元で組織された愛楓会とい
う会がボランティアで準備していただいており、ま
た日頃は公園の手入れなどしているそうです。春に
は当クラブの自然の玉手箱でも訪れますが、この公
園は県立公園で森林型の公園整備事業として林野庁
で度々紹介されているとのことです。岡谷市のホー
ムページにアップされていることで先週土曜日には
雨にもかかわらず県外車が相当訪れている様で、翌
日の日曜日は大型観光バスが午前中には8台午後は
11台来る予定が入っているとの報告が会の中であ
りました。県外からの来訪客が多くなってきてこの
時期の観光スポットとして有力な観光資源になりつ
つあります。最近各地で桜の花見で海外観光客を誘
致する動きがありますが、楓の日本列島に最も多く
の種類が自生しているとのことですので桜に次いで
強力な観光資源になるのではないでしょうか。
　地元愛楓会の会長の挨拶の中で、岡谷ライオンズ
クラブへの感謝の言葉が述べられていました。ライ

オンズクラブの会長に聞いてみましたら、環境保全
委員会が担当で長年ほぼ毎年公園内の枯れた楓の木
と入れ替える為、成木を寄贈しているとのことで、
アピール度の高い事業をしているなあと感心しまし
た。
　春は桜、秋は楓を愛でながらお酒を頂くという日
本の風流に接した日でしたが、元々は桜の花見より
楓を観るのを楽しむ習慣の方が古くからある様で
す。今回も2年連続で雨であった為会場のステージ
中央に楓の枝を1本花瓶に差してあるだけの、花よ
り団子状態でしたが、この日は3次会までして結局
帰宅したのは夜遅くでした。花瓶差した一本の楓で
ここまで楽しめるとは思いもよりませんでした。

◆ロータリー在籍表彰式（2600地区より表彰）　

　20周年　山﨑廣和会員

 ・10月13日14日 地区大会／ 20日自然の玉手箱／
　21日諏訪湖一斉清掃／ 23日3クラブ合同例会
 ・今年の例会は本日よりマリオにて8週連続となり
　ます　※最後はクリスマス例会
 ・本日6時30分～　柳澤欣悟会員の新会員オリエン
　テーションを開催
 ・11月5日　理事会　※副知事・ガバナー訪問のた
　め　時間変更　11時より

《クラブ奉仕委員会》
 ・10月14日（日）地区大会の報告　　本会議18名・
　懇親会13名参加

《社会奉仕委員会》
 ・10月20日（土） 自然の玉手箱の報告　守屋山・
　化石拾い　　※川岸小学校レポート回覧
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卓 話 『トランプ大統領と米国民主主義の行方』 
元アメリカブリジストン社 社長 鹿熊 翼様　　担当：職業奉仕委員会

◆会長挨拶

◆幹事報告

◆委員会・同好会報告



公共イメージ向上委員会／委員長・増澤敏一　副委員長・佐久間茂雄　今井誠
　 （雑誌会報を含む）

今週のプログラム

次週のプログラム

表紙Photo：第21期自然の玉手箱より

 ・次回11月17日（土）

《環境保全委員会》

 ・10月21日諏訪湖一斉清掃の報告　参加10名

《刈学》

 ・11月10日（土）　秋の研修会　8時集合　場所：

　塩嶺カントリー

◆次年度「役員・理事候補者指名委員会」の

　設置について　　　　　　　　木下会長より

（岡谷エコーロータリークラブ細則第3条　役員及

び理事の選挙）　　12月3日例会総会にて承認

【役員及び理事指名委員会】

〈委員長〉会長 木下敏彦　〈委員〉直前会長 野口行

敏／直前幹事 小松市男／幹事 進藤龍吾／会長エレ

クト　下山晃／副幹事 河西一彦／歴代会長 小野繁

男／歴代会長 山﨑廣和　 以上8名

【被指名次年度役員・理事】

〈役員・理事〉会長（次々年度）／副会長／幹事／

会計　〈理事〉クラブ奉仕委員長／社会奉仕委員長

／国際奉仕委員長／職業奉仕委員長　　以上8名

※役員及び理事候補者指名委員会を11月19日（月）

例会終了後 1時30分～　マリオにて開催

　役員・理事候補者の推薦がありましたら事前に委

員会までご連絡下さい。

◆トランプ大統領と米国民主主義の行方

　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿熊　翼 様

職歴： (株)ブリヂストンにて一貫して海外事業に携

わり、アジア大洋州を始め、北米、欧州事業に携わ

る。ブリヂストン米国会社上級副社長、カナダ会社

社長、欧州本社執行副社長兼営業本部長を歴任。そ

の後、米国の精密機器大手イートン社に移籍、日本

法人社長を務めた。現在は原村在住

（1）アメリカ大陸への移民流入

（2）アメリカの建国と西部開拓

　①米国への移民流入と西部開拓

　　　　　   　　   11月5日㈪PM0:30

マリオ／卓話　環境保全委員会

　　　　　   　　   11月12日㈪PM0:30

マリオ／卓話　米山記念奨学会

　②北米の地域性　“The Nine Nations of North 

　　America”（同地域特性図）

（3）アメリカ民主主義の一里塚

　①独立宣言

　②米国憲法の制定（1787年）

　　理念：　Freedom   Justice  Fairness （自由　

　　正義　公正）

　　制度：主権在民の共和制　三権分立　連邦制　

　③奴隷解放と公民権運動への道のり

　　奴隷制度の導入 1607 ／南北戦争とリンカーン

　　の奴隷解放宣言 1861 ～ 1865 ／南部諸州のジ

　　ム・クロウ法の制定　1865 ～ 1964 ／公民権

　　法 (Civil Rights Act) の制定 1964

　④差別是正措置（Affirmative Actions）

　　米国の人種・性差別撤廃への努力

　　1.教育　2.　雇用・昇進　3.　政府・官公署

　⑤オバマ大統領の誕生

（4）トランプ大統領誕生の背景

　①白人がマイノリティに！　人口動態　2050年

　　の恐怖

　②貿易赤字の拡大

　　2016年赤字総額　7,343億ドル（811兆円）／

　　Globalization　 NAFTA　FTA ／製造業の海

　　外移転

　③グローバリゼーションの進展と格差拡大

　　1.格差拡大の主因（IMFによる）

　　技術革新／新興工業国（BRICS・G20など）へ

　　の生産移転／金融のグローバル化

　　2.現　象

　　先進国の中流階級の崩壊　→1% vs 75~90%／

　　置いてきぼりの途上国／ポピュリズムの台頭

　④ポピュリズムの台頭

　　1.追い詰められた白人たち　  “Rust Belt”の

　　労働者／Hillbilly　Red-Neck

　　2.極右勢力の足掻き   WASP　KKK　NRA

　　3.スローガン：　既成勢力・エリート批判、保

　　護貿易、移民・難民反対　⇒差別の復活！？

　　　　　　　　　　　　　　（次ページへ続く）

10/23
ニコニコＢＯＸ  20件  25,000円
出席報告　会員 44人　出席 26人
　　　　　欠席 18人
 出席率  59.09％　訂正  79.55％

ラッキー№ 52　下山　晃会員
ニコニコＢＯＸ  27件  39,000円
出席報告　会員 44人　出席 31人
　　　　　欠席 13人
 出席率  70.45％　訂正  72.72％

◆卓　話



5）トランプ大統領の2年間

■スローガン　　America First ! ／ Make America 

　Great ／ Again !

■イデオロギー　　経済ナショナリズム／孤立主義

　の外交／白人至上主義と移民排斥

■トランプ政権の意図するもの

 １．「パックス・アメリカーナ」の否定　  基本的

　人権　民主主義　資本主義セットの外交戦略

　アメリカが築いた戦後の世界秩序を破壊／グロー

　バル・リーダーシップの放棄

  ２．オバマ・レガシーの消去

  ３．中間選挙目当ての公約推進

■人事　　閣僚・幹部の更迭、辞任続出／擁護派の

　重用／実務派閣僚

■内政

 ・移民抑制策⇒「多民族国家」の放棄？　　中東７

　か国の難民、メキシコ国境の壁　など

 ・大幅減税⇒労働者・農家に不利益　　 法人税 　

　25% ⇒ 15%　大企業・富裕層優遇策

 ・最高裁裁判官指名⇒保守派が多数派に！　

 ・オバマケアの廃止⇒議会の反対で進んでいない

■経済　　　　

 ・Globalization から保護貿易へ

　TPP　 NAFTA⇒FTA志向／通商301条の発令

　⇒鉄鋼・アルミ輸入制限、自動車は？ 　

 ・対中　「貿易戦争」の宣戦布告　 　対中２５％の

　追加関税／知的財産権 侵害阻止　　

■外　交　　　

 ・トップレベルの裸外交（金正恩・プーチン）　

　同盟国 批判　（欧州・EU・NATO）

　中東政策　（イスラエル偏重・イラン核合意から

　の脱退）

 ・「パリ条約」 脱退

 ■強み

　1.トップダウンの文化　2.上下両院にねじれ無し

　3.共和党の90％が支持　4.民間感覚で成果を出す

　実行力

■弱み

　1.支持率の低迷42％　2.数々の疑惑（ロシアゲー

　ト・利益相反・脱税疑惑etc.）　3.メディアとの確

　執　4.トランプ自身の“ひととなり”

　

（6）米国民主主義の行方

　① ファシストへの道？　 世界的な流れ／ファシ

　　ズム化の兆候

　②米国議会の現状と選挙制度

　　上院…議席：100名　各州2名／共和党54名・

　　民主党46名　 任期：6年（2年毎 1/3改選）

       ※一票の格差　66：1    

　　下院…議席：435名／共和党241名・民主党　

　　194名　任期：2年 （2年毎 全数改選）

　　※単純小選挙区制  (10年毎の国勢調査による

　　　　　   　　   11月19日㈪PM0:30

マリオ／卓話　ニコニコBOX委員会

　　　　　   　　   11月26日㈪PM0:30

マリオ／卓話　ロータリー財団委員会

　　人口比で各州配分)

　③大統領弾劾制度

　・訴追要件　反逆罪、収賄罪、その他の重罪及び

　　軽罪について弾劾され、免職される ※刑事罰

　　なし

　・手続き　１．下院の単純過半数の賛成で訴追　

　２．上院が裁判、2/3多数決で決定  ※最高裁長

　　官が議長となる

（7）米国民主主義への期待　

 ・人種・性を超えたアメリカ人の強み　　◎理性・

　知性・倫理・誠実　◎権利と義務のバランス

 ・建国の理念を追求してきた歴史

（8）トランプ大統領の傍若無人を阻止する人々

　1.上下両院⇒民主党が中間選挙での勝利　2.州政

　府　3.連邦裁判所、州裁判所 など司法機関

　4.強大なロビイスト集団　5.市民グループ　6.メ

　ディア　7.外圧（中国・ロシア）　⇒ 同盟国 日本

　も重要な役割

（9）米国社会の将来

　さて、孤立主義のトランプ大統領の独断専横が、

これからも長く続くだろうか、民主主義大国のアメ

リカが今後とも世界をリードして行くのだろうか？

親日家で国際ジャーナリストのMorley Robertson

さんが、最近のNews Week誌に次のように書いて

います。

１．人種の終焉＊（人種の多様化と寛容性）と言う

　潮流によって、アメリカは、ポスト民族、ポスト

　人種の社会となり

２．トランプを支える「福音派」＝白人クリスチャ

　ンによるポピュリズムが多数派になることは無い

　

　この7月に、ヨーロッパとアメリカを一回りして、

嘗ての仲間や友人の話を聞く機会が有りましたが、

総じて「反トランプの立場」であり安堵しました。

私も、アメリカの理性と知性と誠意が、人種・性・

宗教を越えて、今の状況を克服して、世界のリーダー

の信頼を取り戻すだろうと、信じて居ります。

ニコニコするメッセージをお寄せ

ください。
10/15
出席報告　会員 44人　出席 20人
　　　　　欠席 24人
 出席率  45.45％　訂正  70.45％

公共イメージ向上委員会／委員長・増澤敏一　副委員長・佐久間茂雄　今井誠
　 （雑誌会報を含む）

今後のプログラム

今後のプログラム

表紙Photo：第21期自然の玉手箱より


