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Be a gift to the world     ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

〔創  立〕 １９６４年３月２日   〔例会日〕 毎・金曜日１２時３０分   〔例会場〕 オークラ千葉ホテル 

〔会  長〕 伊藤 和夫      〔幹  事〕 石井 慎一          〔会報委員長〕 廻 辰一郎       

〔事務局〕 〒260-0027 千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階  （☎０４３-２４５-３２０４） 

 

２０１５-２０１６年度 

第２５３１回 
平成２８年２月１９日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

 

＊ロータリーソング『手に手つないで』      
＊四つのテスト ～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 

＊＊＊ お客様紹介                 

・本日のゲストスピーカー 

 ㈱ラピュータファイナンシャルアドバイザーズ 

  代表取締役 長尾 数馬様 

 

＊＊＊ 会長挨拶及び報告     伊藤 和夫会長  

◇２月１１日、吉井功元会員で、耳鼻咽喉科のお医者さ

んですが、叙勲の祝賀会がございました。１９９２年に千

葉南ロータリークラブの会長をされたということで、私もお

招きいただきました。お爺様が熊本県人ということで、と

ても元気のいい方でした。 

◇１３日（土）、習志野中央ロータリークラブの３０周年記

念式典、習志野中央ローターアクトクラブの２５周年記念

式典に出井会員、吉田会員と私の３人で出席してまいり

ました。私は、昭和４８年にローターアクトのチャーターメ

ンバーということで、千葉ローターアクトクラブに参加した

のですけれども、４０年振り位でしょうかローターアクトソ

ングを歌いました。 

◇グローバル補助金につきまして、韓国の仁川の障害

者施設にコンピューターを寄付するという使命を果たし

ました。韓国の第３６９０地区１１,５００ドル、東仁川ロータ

リークラブから２,９５０ドル、千葉南ロータリークラブからは

６,０００ドル、そして国際財団活動資金から１５,５００ドル、

トータルで３５,９５０ドルというグローバル資金という補助

金をいただいて国際奉仕の支援活動をすることが出来

ました。 

 

◇ロータリーは、世界の何処に行ってもバッジを付けて 

いればロータリアンだなとすぐわかり、皆さんも国際人と

いう認識を持っているわけですので、今日の卓話を大変

楽しみにしております。 

 

＊＊＊ 地区大会表彰伝達              

長寿ロータリアン（９４歳）    

 国友 忠一会員（左側） 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 委員会報告                  

出席委員会 （北原俊彦委員長） 

２０１５-２０１６年度上期皆出席賞表彰 １９名 

皆さん、是非、１００％を目指して頑張って下さい。 

 

親睦活動委員会 （江沢 一男委員） 

＜移動例会開催のご案内＞ （貸切バスで移動） 

日時⇒４月８日（金）千葉駅１０：１５発 蘇我駅１０：３０発 

会費⇒２，０００円 

タケノコ狩りを行い、勝浦ロータリークラブと合同で例

会（点鐘１２：３０）が行なわれます。海の幸と旬の味を堪

能していただければと思います。是非、多くの方のご参

加をお願い致します。 

 

＊＊＊ 幹事報告         石井 真一幹事 

２/２７（土）、千葉西ＲＣ創立４０周年記念式典会場変更 

当初４階「天平の間」⇒ ３階「平安の間」へ変更 

 

＊＊＊ ニコニコボックス報告            

≪伊藤 和夫会長・石井 慎一幹事≫ 

株式会社ラピュータファイナンシャルアドバイザーズ 

代表取締役・長尾数馬様、本日はようこそお越し下さい

ました。卓話『真の国際人とは』を宜しくお願い致しま

す。 



≪向後 保雄会員≫ 

３月４日の会員卓話の時に私の代わりに家内が来て、

卓話者の岩澤秀樹さんのご紹介を致します。宜しくお願

い致します。 

 

 

＊＊＊出席報告 (会員数５３名)                   

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

演 題⇒ 『真の国際人とは』 

卓話者⇒ ㈱ラピュータファイナンシャルアドバイザーズ 

       代表取締役 長尾 数馬様 

 

ご紹介いただきました長尾で

す。本日は素晴らしい会の講師

にお招きいただきありがとうござ

います。私の話が何か皆様のお

役に立てばと思います。 

 

 2015 年の訪日外国人が 1,973

万人となりましたが、2020 年のオ

リ ン ピ ッ ク 時 に は 当 初 目 標 が

2,000 万人だった訪日外国人を

3,000 万人に引き上げたようです。今後は、さすがに昨

今の中国株安、中国元安円高もあり、爆買い中国人は

鳴りを潜めそうですが、オリンピック前後には欧米人、南

米、アフリカなどから 50 年ぶりに外国人を受け入れること

になります。ホテル、セキュリティ、人材を含めて今の日

本で本当に受け入れることができるか不安です。 

 

■ 今日のテーマの「 真の国際人 」とは何かという定

義はありませんが、私の体験や考えも含め、皆さんと一

緒に考えていければと思います。 

 

【 中学高校 】 会員の梅村さんと同じ中高一貫の男子

校でしたが、梅村さんは優秀でしたが、私は不良でした。

中学 3 年の時に、映画館で「ロミオとジュリエット」を見て

感動し、海外への憧れを強くしました。 

 

【 大学・留学 】 将来海外で活躍できる仕事をと、大学

は国際性のある上智大学を選びました。当時受験英語

はできたものの、簡単なあいさつ程度の英会話もできず、

また大学では帰国子女も多く、刺激を受け、海外への憧

れもさらに強くなり、両親にお願いしてカナダへの留学を

させてもらいました。カナダでは日本の武術を習ってい

る日本好きのカナダ人のオーナーと一緒にタームハウス

（今でいうシェアハウス）で生活しました。もう一人は女子

大生のカナダ人でした。リビングもキッチンも彼らと共有、

またお風呂もトイレも共有でした。シェアハウスも外国人

との共同生活も初めての経験であり、全て驚きでした。

話し出したらきりがないほどの失敗談も多く、若気の至り

として、多くの貴重な経験をさせていただきました。帰国

後は性格が変わったと言われ、自己主張が激しくなった

ようです。 

 

【 就職 】 大学を卒業して、日本の企業に就職を考えて

はおらず、当時ドイツの 3 大銀行の一つのドレスナー銀

行に入行しました。配属先は、外国為替資金証券部とい

う、運用の 前線でした。カナダ、米国、ドイツ系へと銀

行を変わっても、職種は全く同じでした。 

 

【 外国人の上司 】 自分で会社を立ち上げるまで、日

本の会社に勤めたことはなく、上司はドイツ人、オランダ

系カナダ人、イギリス人、香港チャイニーズ系カナダ人、

フランス系カナダ人、アメリカ人、米国系日本人で、完全

に外国人状況でした。若さもあり、その中でも私の人生

観において も影響を受けたのはカナダの銀行のカナ

ダロイヤル銀行勤務でした。29 歳の時にトロント本店転

勤を申し付けられました。当時のボスはイギリス人で、日

本の慣習ではあり得ませんが、転勤の前には「奥さんに

承諾を得ろ」とのことでした。妻の承諾を得て、生まれて

まだ半年の娘を連れ、トロントに出向きました。 

 

【 トロント転勤での驚愕 】 私が働いたカナダロイヤル

銀行本店オフィスはワンフロア約 200 人以上の大部屋で、

皆を見渡せる部屋でした。その中では日本人は私一人

でした。驚いたのはターバンを巻いているインド人、また

頭にかぶり物をしているイスラム教徒らしき女性など、人

種のるつぼでした。また外国為替資金証券部という国際

金融部門であり、同じチームには、香港チャイニーズ、イ

タリア人、フランス人、フィリピン人、ドイツ人、スイス人、

人種は雑多でした。厳しい世界であり、口論も絶えませ

んでしたが、終わってみれば人種も関係なく皆盟友とな

っていました。お互いに自国なまりのある英語を使って

いましたが、仕事には全く支障がありませんでした。 

朝は 7 時半ごろにオフィスに入りますが、皆 5 時ごろに仕

事を終えます。仕事を終えると、同僚とオフィスビルの下

のバーで 30 分ほど雑談をしながら軽くビールを一杯飲

んで帰宅、家で家族と食事をします。カナダ移民も多く、

会社では英語ですが、自宅に帰ると母国語を使ってい

ます。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 3,000 円 累計 213,000 円

金の箱 171 円 累計 14,138 円

出席者数３３ 欠席者数２０ ﾋﾞｼﾞﾀｰ １ 修正出席率  １００ ％

千葉ＲＣ 月 2/29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 3/1・3/29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 3/15・3/22 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 3/9 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 3/3・3/10 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 3/10・3/24 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



このような生活環境が私の人生の素晴らしい経験となり、

多くの外国人の盟友への感謝と、人類皆同じ、外国人と

の共存は必須であるとの意識を植え付けられました。 

 

■ このような生活は良きにつけ悪しきにつけ、当時で

は日本人離れした私を作り出してしまいましたが、 

 

【 未熟な自分の発見と独立当初の苦労 】 外資系銀行

で約 20 年間経た 2000 年に、待望の会社を創業しました。

外資系銀行時代の相手は金融市場であり、同業者の国

内外の友人でしたが、独立後はコンサルティングやアド

バイザリー業務という仕事柄、お客様は主に日本の中小

企業の経営者や病院の院長などで、彼らは私を外国人

のように感じたのではと思います。完全に浦島太郎状況

でした。お前の言っていることはわからないなどと言われ

たことも多く、当初1～2年は日本の慣習に順応するのに

大変でした。 

 

【 当時の一方的な米国流の経営称賛の風潮とグローバ

ル人材の養成手法に疑問 】 当時の日本はバブル崩壊

から立ち直れず、また旧態依然とした日本的経営の批

判もあり、日本企業が一番大変な時期だったかと思いま

す。そのような中で、米国流の経営スタイルが注目され、

一部の経営者達は、「イノベーション」などとの横文字を

使い、米国流の経営を称賛し、グローバル人材の養成

が盛んな時期でした。米国流は利益率など、結果のみを

重視する経営であり、日本の企業も能力主義を採用し始

めました。すぐには結果が出ない技術職などは当然リス

トラ対象となっていました。結果は見ての通り、日本の技

術は流出、数年後にはもはや日本の伝統的なメーカー

の機能は果たさなくなりました。日本のメーカー経営には

馴染みませんでした。能力主義の厳しさを知っていた私

は、競争に慣れていない日本人に対していきなり能力主

義を適用するのは危険と感じていました。 

 

【 小学校から英語を義務化？ 】 同時に、政府もグロー

バル化と小学校から英語を必須科目にするなどの言葉

が躍り始めたのもこの時期であり、長い間外国人と働い

ていた私などは、英語のみを重視することには非常に違

和感がありました。ちなみに幼稚園から英語を学んでい

た大学の同級生などは英語がほとんどできず、仕事も純

日本関係の仕事につき、海外とは無縁の世界にいるの

を見ていました。また帰国子女などは、英語はネイティブ

で憧れでしたが、日本の歴史や常識を理解できておら

ず、これでは日本では大きな仕事はできないと感じてい

ました。つまり、英語を小学校から学んでも自分で興味

がなければ意味がない、また英語をどんなに流暢に話

せても、まずは日本のことを知らなくては薄っぺらである

ことを目の当たりにしていました。 

 

【 私の海外における経験からは 】 留学時代、また約

20 年間様々な外国人と働いた経験からは、英語はコミュ

ニケーションのためのツールであり、多少の日本人なまり

の英語でも、外国人と生活をしていれば慣れてくるもの

だと考えていました。ただし、教養のある外国人、シニア

のビジネスマンとの会話などでは、日本のことを知ってい

なければならないこと、自国の悪口を言ってはならないこ

とを身に染みて感じていました。 

 

■ 「 真の国際人 」の発見とは 

 

【 2005 年発刊の藤原正彦先生著の「国家の品格」との

出会い 】 バブル崩壊後、日本人は自信を無くし、閉塞

感が漂っていました。私は「ロジカルシンキング」などとい

う米国流の考えだけや、経営手法がベストと言われること

には少し疑問に思い、悶々としていました。そんな中で、

これだと思った衝撃の本でした。「英語よりも国語」「論理

よりも情」「民主主義よりも武士道」であり、この表現は極

論ではありましたが、私が心のどこかで追い求めていた

ことが多く表現されていました。この本は約 265 万部を売

り上げたベストセラーとなり、日本の経営者に刺激と自信

を与え、日本、日本人に誇りを持つことを思い出させた

本だったかと思います。藤原正彦先生は数学者として海

外でも教鞭を取られ、日本のお茶の水女子大の名誉教

授でもあります。 

 

【 新渡戸稲造博士 海外では日本よりも有名 】 「国家

の品格」では、特に武士道の素晴らしさを挙げており、そ

こで新渡戸稲造博士も紹介されていました。新渡戸稲造

博士については 5,000 円札の人物、武士道ということ程

度しか知りませんでした。興味を持ち、少し調べてみると、

当時においては傑出した偉人、国際人であることを発見

しました。私が求めていた真の国際人の姿でもあり、博

士の「武士道」関連の本を読み、大いに感銘しました。 

意外にも知られていませんが、新渡戸稲造博士の著

書「武士道」はそもそも英語版で米国発刊された本であ

り、その後世界で数か国語に翻訳され、世界に日本のこ

とを知らしめた書です。日本には数年後日本語に翻訳さ

れて逆輸入され、その中では、「桜」、「義」、さらには「命

よりも大事なものがある。それは誇りである」類の部分は、

日露戦争後の当時においては、日本を知らない外国人

に強烈な印象を残し、日本人に対する畏敬の念を抱か

せたと思います。 

新渡戸稲造博士は、札幌農業学校に学び、その後東

京大学に入学したものの、そこでは学ぶものがないと、1

年で中退して渡米。クリスチャン（クエーカー教徒）であり、

奥様はアメリカ人です。その後、東京女子大学初代学長、

津田梅子さん創設の津田塾大学の顧問など、女性教育

に理解をしめしています。さらには台湾総督府の技師と

して、サトウキビ栽培の基礎をつくり、また国際連盟の事

務局次長に就任し、その会議の日本代表として出向い

たカナダのビクトリアで死去。故人を偲んで、カナダ・ブリ

ティッシュコロンビア大学では立派な新渡戸稲造日本庭

園があります。 

 

【 福沢諭吉先生 】 私が尊敬するもうひとかたは、慶応

義塾大学の創始者として、また 1 万円札の肖像画で有

名な福沢諭吉先生です。1985 年の社説に、当時の中国



や朝鮮への絶交宣言と言われる「脱亜論」を掲載したと

言われ、「隣人であれども悪友であれば付き合う必要は

ない」などと解され、差別的民族主義者に見られることが

ありますが、誤解もあろうかと思います。 

 

新渡戸稲造博士と福沢諭吉先生はおふたりとも表面

だけでとらえると、封建的、民族主義者と評されることも

ありますが、おふたりの生活、偉業、考えを細かく調べて

みると、それは全く間違いであることに気付きます。共通

点は、1 武家出身で日本の教育を受けている、2 海外渡

航体験もあり、異文化も理解している、3 男女同権、社会

への女性進出の発想をお持ちである、 後に 4 英語が

できる、ではないでしょうか。超進歩的で、革新的な方々

ではありますが、その上で、日本の良さを知っており、日

本を愛しているということが大前提であると思います。つ

まり、「真の国際人」とは、決して海外かぶれではなく、日

本（人）と外国（人）の違いを理解し、それを受け入れ、共

存できる人達と思います。逆に海外の経験から外から見

た日本を愛する心が研ぎ澄まされたと思われ、彼らこそ

がこれからの日本に求められ、世界でも尊敬される「真

の国際人」の姿と感じています。 

 

■ これからの「 真の国際人 」として必要なのは 

 

また、日本を知る、愛する心としては、日本の歴史の

中で も日本らしい時代は江戸時代と思います。この時

代の良さを学んでもらいたいと思います。武士道もいろ

いろありますが、基本は戦国時代ではなく、神道、仏教、

儒教、陽明学など、日本独特の道徳的な考えを背景に、

江戸時代に集大成化されたものです。この独自の日本

文化に対して、外国人が も興味を示し、畏敬の念を持

っていると思います。私の子供の頃は、明治維新が素晴

らしく、江戸時代は鎖国時代であり、士農工商という差別

が存在していたこともあり、封建的なイメージを持たされ

ました。しかし、一番位が上だった武士はプライドが高く

貧乏浪人が多かったと言われています。そして、江戸時

代の絵画など文化財を見てみると、町人も含め皆笑顔が

目立っており、それは間違いと気付きます。逆に明治維

新は欧米列強諸国からの植民地化を防ぐために富国強

兵を掲げ、鹿鳴館などにおいて和洋折衷という変化を強

いられながらも、じっと耐えていた時代だったかと思いま

す。結果的には外国を理解できることになりました。 

外国人を理解することにおいては、例えば、その奇抜

な発想からも、日本人とは文化的な価値観が全く違うと

感じるフランス人は、なぜか日本の礼儀や作法などに興

味を持ち、敬意を表しています。柔道人口を見ても、日

本よりフランスのほうが多いことを見ればわかります。日

本人も同様、自国にはない素晴らしい異文化、異国情

緒を持つ海外に興味や尊敬の念を抱くのと同じです。 

 また、外国人との行動の違いを理解することにおいて

は、例えば、列に並ばない中国人の人達は多いですが、

日本人と比べてはなりません。中国ではかつてあった配

給制度から、並んでいては生存競争に生き残れなかっ

た時代背景もあり、また子供の時には並ぶことを教えら

れなかったと思います。ただ日本人の感覚から闇雲に

「おかしい」と非難するのではなく、各国それぞれの文化

や慣習の違いだけでなく、国家体制の違いもあることも

理解しなければなりません。 

 これらは皆様のお子様やお孫様にも是非伝えていた

だきたいことです。 

 

■ 後になりますが、私なりに「 真の国際人とは 」を

まとめますと、 

 

★ まずは、自国の歴史、自国のことをよく知り、自国を

愛し、誇りを持っていること 

★ 他国、他国の人、そして違いを理解し、受け入れ、共

存すること 

★ 争いよりも話合い。ただし、いざとなれば命を賭して

でも自分達の大切なものを守る覚悟があること 

★ 後が、コミュニケ―ションのツールとしての 低限

の英語ができること 

ではないかと考えています。 

 

【 補足 】 今国際人の 前線にいるのは、海外で人種、

宗教、文化、慣習の違いに苦労をしながらも、日の丸を

背に戦っている、イチロー選手や本田選手達ではない

でしょうか。海外でも「日本のサムライ」と称賛されていま

す。かつての武士が戦う相手にも敬意を表しましたが、

海外で活躍する日本人も「相手に対する敬意の念」と

「自分に対する忍耐力」のフェア精神を持ち備えており、

それは日本の伝統的精神である武士道精神そのもので

あると評されています。今後はテニスの錦織選手、ゴル

フの松山選手、スケートの羽生選手、女性では浅田選手

などに、真の国際人として期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

第２５３２回例会 

日 時⇒ 平成２８年２月２６日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『ビジネスウーマンの海外よもやま話』 

卓話者⇒ テルモ・ビーエスエヌ株式会社 

       マーケティングマネージャー 山本 由理様 

 

第２５３３回例会 

日 時⇒ 平成２８年３月４日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『西軍の武将の末裔のお話 

     ～千葉開府９００年目のおもてなしへのヒント～』 

卓話者⇒ 岩澤不動産株式会社 

        営業 岩澤 秀樹様 

         （歴史研究家・地域史研究家） 

 
＜会報当番：三神秀樹会員＞ 


