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2022-23年度 ◆クラブ会長テーマ◆「八重山の未来のために行動しよう」 

地区ガバナー：嶋村 文男 

◇ ガバナー信条 ◇ 

“Take Action for Rotary Future” 

“Reach Out for World Peace” 

“ロータリーの未来のために行動しよう” 

“世界の平和のために手を差しのべよう” 

 

2022-23 年度 RI 会長テーマ 

RI 会長：ジェニファーE.．ジョーンズ 

イマジン  ロータリー 

2022年（令和 4年） 9月  21日（水） 第 11回例会（通算 2947回） 

国際ロータリー第２５８０地区 

 今月のロータリーレート 1$￥139  

 
 

 

【 石垣ダム 】 

土を台形状に形成するアースダムとして琉球政府が築造したものを本土復帰後に国営

土地改良事業として改修したダムです。日本の最南端に位置するダムで、周辺はバンナ公

園として整備されています。ダム湖に架かる「セイシカの橋」は県内で初めて造られた吊

り橋で、水面から 18ｍの高さがあり、島の南東部の眺望が楽しめます。 

島の水景  ～石垣島の水散策～ 

ガバナー補佐：仁開 一夫  会長：大浜 勇人  副会長：前原 博一  

幹事：松田 新一郎  副幹事：今西 敦之 

公共イメージ委員長：山下 暢  ＳＡＡ・出席委員長：大本 綾子 
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会 長 挨 拶 

大 浜 勇 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんばんは。お気付きになっているかと思いますが鼻

声です。検査も受けてきたので陰性ということは分かっていま

す。台風の時にエアコンつけて扇風機をかけたまま寝てしま

って次の日には喉も痛いし鼻水も止まらないし、こんな状態が

2，3 日続いています。週末には地区大会がございますので、

体調など崩さないように自分にも言い聞かせながら地区大会

を盛り上げていきたいと思っておりますので宜しくお願い致し

ます。本日は、𠮷原清嗣様に金融関係のお話が聞けるという

ことでたくさん勉強して帰りたいと思います。本日は宜しくお願

いいたします。 

 

本日の理事会での決定事項を報告致します。青森県大雨災

害支援金のお願いで金額は任意ですが、1 人 500 円のクラ

ブ会員数で支援したいと思いますので、ご理解宜しくお願い

致します。環境保全クリーン活動につきまして、前回の例会で

もご案内させて頂きましたが、10/2（日）に移動例会として、昨

年の水辺の美化プロジェクトと同じような内容で、朝集合して

昼には終わります。こちらは委員長より Slak 等でご案内させ

て頂きますので、宜しくお願い致します。地区補助金プロジェ

クトにつきまして、本日の理事会において、正式に開催日が

決まりました。今のところ 11/30（水）に移動例会として八重山

特別支援学校への防災支援事業の贈呈式を行いたいと思っ

ております。通常の例会のように 12：30 に来て頂きまして、お

食事後に八重山特別支援学校に向かいたいと思います。 

事前にご案内させて頂きますので、宜しくお願い致します。  

 

 

 

 

皆様こんばんは。今日はお招き頂きまして本当にありがとうご

ざいます。この間まで、京都大学で研究員をしておりまして、

金融庁と共にどのようにすれば地域経済が良くなり、企業が

良くなるかという事を、金融庁の考え方と共に研究しようと進め

ている者でございます。なぜ石垣島にご縁があったかと言い

ますと、先だって GW 明けぐらいに八重山高校、八重山商工、

八重山農林高校の方から騙されない金融ということを講演し

てくれないか、という事で参ったのがきっかけでございました。

高校生の皆さんでございますので、クーリングオフ制度がある

とか、あるいは金利の計算ができますか？とか、あるいは連帯

保証人と保証人の違いが分かりますか？とか、本島や本土に

出て行かれるので、人生でつまずくことがないようにということ

を申し上げたところでございます。そのご縁があり、仁開ガバ

ナー補佐の方からご指示を賜りまして、こういう流れになった

次第であります。今日は、金融庁の HP から金融情勢はどの

ような形になっているかというところを簡単にご説明し、それ以

外に私の意見を少し付けくわえさせて頂けたらと思っておりま

す。皆さん、この図はご存じでしょうか？この図は結構有名な

図なんですが、これは国境なんですね。真ん中にあるのが国

境です。そして右と左に違う国が並んでいるわけです。右がメ

キシコで左がアメリカです。メキシコ人は何かあればアメリカに

行こうとしますし、アメリカの方々はこういうところに住まずにゴ

ルフなどをしますし、冒頭で何を申しあげたいかと言いますと、

大学の授業でもこれをやっていますが、制度とシステムが違え

ば、ほぼほぼ同じ民族が住んでいるにも関わらず、これだけ

変わるということです。ですからやはり制度とシステムを知ると

いうことを解説したいと思いますし、私が京都大学で研究する

ことになったのは、湯川先生が仰ったことが詩に書いてありま

すけれども、何故このような制度がいま存在するのか、これを

問い詰めるのが大切な研究の一環であるということを仰ってお

られましたし、書いてあったわけです。何故まだこのシステム

が残っているのか、原因は何かと、こういうところを見ていこうと

いうことです。もう一つ見て頂きます。これは分かりますでしょう

か。宇宙から地球を見た時のものですが、小さな字で書いて

ありますが、ここがソウルと書いてあり、あそこが平壌と書いて

あります。北朝鮮との内容をどうのこうのと言うつもり全くござい

ませんけれども、やはり国、姿、制度が違えばこのように変わ

るということでございます。知識、あるいはいろんな事を知るこ

とによって経済は良くなるし、担当されている事業も良くなると

いうことでございます。いま金融庁さんはどんなことを考えてお

られるかという事を申し伝えたいと思います。非常に重要なこ

とを書いております。まず皆様方にお勧めしたい、いろいろな

ことがありますけれども、金融庁とは、という事も書いてありま

すが、「うんこお金ドリル」というのがあります。うんこドリルのとこ

ろには、皆様のご子息、またお孫さんにも見てもったらいいん

じゃないかなと思います。結構簡単に今の金融情勢が分かる

ように、誰でも分かるような事を書いていただいています。もう

一つ、いま銀行が置かれている立場というのを表現するような

ところを皆さんにお見せしたいと思います。金融機関情報とい

うのをクリックして頂きますと、行政処分というのが出ています。

行政処分というのをクリックして頂きますと、ずらーと地方銀行

の名前が出ています。これは金融庁から行政処分を受けた金

融機関のリストでございます。ここに業務改善命令というのが

出ています。内部管理体制強化をしなさいという指示が出て

いるわけですね。これも上から下まで見ていただきますと、多

✩総会員数：53 名 （名誉会員 2 名・出席免除会員 2 名） 

✩出席義務会員数：49 名 

✩出席人数：21 名 欠席人数：28 名 出席率：42.86％ 

≪司会進行：垣本 徳一≫ 

✩ロータリーソング：君が代 4 つのテスト 

✩ソングリーダー ：玉城 一吉 

☆ゲ  ス  ト ：𠮷原清嗣様（㈱データ・ルーペ代表取締役） 

☆ビ ジ タ ー ：上原 和氏（第 2750 地区東京小金井 RC） 

☆メ イ ク ア ッ プ：宮良 榮子 新川 正人  

  

  例会記録  9月 7（水） 第 9回（通算 2945 回） ゲスト卓話並びに夜間例会   

✩ 幹事報告・松田 新一郎 ✩ 

✩ ゲスト卓話：𠮷原 清嗣 様 ✩ 

   （㈱データ・ルーペ 代表取締役） 

✩銀行取引を通じた事業者支援機能も高度化に向けて✩ 

－金融庁のHPから－ 



くの会社が出ています。これを一般の私たちに明らかにしよう

と金融庁がしているわけです。理由は、法令遵守に関わる内

部管理体制に不備がありますよという事です。山ほどあります。

ここの会社での理由については、職員による横領が行われた

という事でございます。日本全国で多くの金融機関でこういう

事が行われているんです。私はこんなことがありますよ、と説

明するのではなくて、みずほさんでも金融庁はこういうことを明

らかにしていこうと、このように考えているという事を皆様にお

伝えしたいと思ったわけです。ちなみに検索サイトのところに、

私は金融庁と研究し出しました、金融機関の企業育成能力を

測る新指標という論文がぶら下がっております。時間がござい

ましたら見て頂けたら幸いでございます。どのようなことが考え

られているかと言いますと、ここの地域だと一番よくわかりやす

いと思いますが、琉球銀行から取引をされている銀行さんと、

沖縄銀行から取引をされているグループ、その企業の成長に

違いがあるのではないか、すなわち琉球銀行のお客様は、全

て売上高営業利益率は伸びている、それに対して沖縄銀行

のお客様は売上高営業利益率は残念ながら下がっていって

しまっている。海邦さんはどうか、こういうことを金融機関を調

査しようということで私が論文に書いたものはここに乗っかって

いるような形なんですね。けして 100％言い表すわけではな

いですが、いま同じ 1 千万円でも、どこの銀行からお金を借り

るかによって企業の成長に違いがあるのではないかということ

が言われているわけです。それは、その後のサポートであった

り、一つのお付き合いであったり、アドバイスであったり、ソフト

面が大切ですねと、金融庁の方もそっちを重点に指導しなさ

いということに今はなっているわけです。ですから面倒見が良

くないとかではなくて、もう少し企業を助けなさいと、金融検査

マニュアルがなくなったのは事実ですけれども、そういう流れ

に今はなってきています。皆様の企業はあまりそういうところに

接するようなことはないかもしれませんが、共に考えながら借

入金を少なくしていく事を考えましょうと、こういうような流れに

今はなっているところでございます。法令指針というところをク

リックして下の方にいくと、世間でよく言われました金融検査マ

ニュアル関係というのがいまだに HP にぶらさがっています。

銀行員もこれを見て仕事しますし、皆様方も自由にこれを見る

ことが出来るわけです。ここに、これらの文書は令和元年 12

月 18 日に廃止しました、と書いているんです。廃止したのに

なんでこちらに出ているかといいますと、償却と引当金、これ

は銀行の決算をしなければいけませんので、その部分のルー

ルが残ってここにあるということです。金融検査マニュアル別

冊〔中小企業融資編〕というのがありますが、中小企業の場合

は、企業と個人が一緒になっているケースが多い、なぜかとい

うと決算した時には分かりにくい、あくまで社長の土地の上に

会社が建っている、社長の個人資産のところで商売していると

いうケースが多いですから、法人と個人をある程度連結させて

実際を見ていこうということです。特に石垣島は本土に比べま

すと、少し銀行も少ないですし、企業も多くないですから、仰

って頂けるのも一つの方法ではないかと思います。最後に、3

つほど皆さんに聞きたいことがございます。一つは何故、石垣

島には信用金庫と信用組合がないのかということです。金融

庁に行った時もお話をしたんです。この先の離れたところに、

皆様方の中に模合がいまだに沢山残っている、今は飲食の

模合で楽しい模合ですからこれはこれでいいと思います。実

際、金利を取れば出資法に違反しますし、本土でいう頼母子

講です。模合長が売ってました。ユーグレナの本屋さんで買

って来ました。こんなものがあるんだなと思いました。信用金

庫と信用組合はどのように考えているのかなと、ここ以外の地

域には小笠原にもありますし、いろんなところにあるわけです。

これまでの長い年月のなかで、いまだに許可が下りないという

のはどういうことかなと思うわけです。もう一つは、私は経済学

をやっていますので、京都もそうですけれども、やはり学生は

儲かります。なぜ私が 3校の校長先生に呼ばれて講演に行っ

たか、その時に聞いたんです。なぜ大学がないんですか？ほ

とんどが本土と本島に行きますと、お金持ちは皆行きますけ

れども、お金がなかったら、なかなか行けないんですと、各校

長先生が仰っておられました。私はそれでしたら公立八重山

大学でもいいのではないか、思い切って手をあげてみたいで

すけれども。公立高山大学を高山市が大学を創ったんです

ね。あれは富山や名古屋に出て行って人口が少なくなってい

くから、その抑制のための大前提で創られたと聞いています。

公立八重山大学を創れば、学費を年間 30 万といたしまして

も、百人来てくれたら 3千万です。彼らがここでマンションを買

います、彼らはここで食事をします、彼らはここで生活費を使う

わけです。そしたら経済効果も非常に大きいと思うわけですね。

竹富島に3か月、与那国島に 3か月、琉球舞踊を学ぶ学部、

こういう事を考えると、あとの 50 人はきちんとした教育、そこは

島の学生たち、いわゆる統計学、AI、こういう授業をやります

よということで、出ていく学生たちも一部残って経済の活性化

が進むのではないか。欲をいうとフィリピン、台湾、東南アジア

から受け入れて琉球大学の子供版のように、東南アジアの懸

け橋になるというわけですね。市庁舎の跡地に創られるのもい

いんじゃないかなと思っていたりもするんですけれども、皆様

方はどのようなお考えでございますでしょうか。最後に御嶽で

ございます。伊波普猷先生の本も読みましたし、おもろそうし

も読みました。私は生まれも育ちも京都です。御嶽の前に鳥

居がありましたから拝礼をすると、周りの皆さんは怪訝な顔を

されました。それはよくよく調べると、それは神社ではなかった

んですね。そこで私も八重山図書館で本を借りて見たんです

が、私はせめて宗教法人法の枠に入るというような信心なされ

るのも将来的にはいいのではないかと思います。オウム真理

教も今回の統一教会も宗教法人法のなかに入って非課税で

す。石垣島には変わった宗教は多いと思うんです。人数の割

には。例えばホギホギ教というのがありました。宝くじが当たる

という神社でしたかね。あれが宗教法人法になっているのに、

なぜ八重山御嶽群ということでなされないのかなと思うわけで

すが、神司の方が守られる御嶽でございますので、ひょっとし

たら無礼極まりないと、そんなわけにはいかないかもしれませ



んけれども、ひょっとしたら鳥居は島外から持って来たもので

あり、本来はなかったものではないかなと、それからいくと長崎

県のカトリックキリシタンは世界遺産であり観光客が大勢行き

ます。私は、ひょっとしたらこの御嶽は、戦争の時に軍隊が来

た時に御嶽の信仰を守るために、キリスト教は後ろに十字をき

ったりしたけれども、皆様方は御嶽を守るためにやむを得ず

鳥居を建てたとなれば、これは立派な隠れ御嶽となりますし、、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界遺産に申請できる可能性もあるのかもしれませんし、また

そういうストーリーのなかで観光はどうですか？というふうに言

いましたら怒られたんですけれども、ひょっとしたらそういう事

もやっていけるのではないかなと思いました。最後の方は金

融とはずれてしまったんですけれども、今の 3 つを皆さんのご

意見も聞きたいと思います。今日は金融のお話ということで、

短い時間ではございましたが、ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のニコニコ：✩大浜勇人氏：𠮷原清嗣様 卓話ありがとうございました。 

✩仁開一夫氏：𠮷原様 卓話ありがとうございます。✩森田安高氏：𠮷原先生 今日の卓話勉強になりました。ありがとうございます。 

✩吉田貴紀氏：𠮷原さん 卓話ありがとうございました。上原さん メイキャップ有り難うご座いました。 

✩松田新一郎氏：𠮷原様、本日は貴重なお話ありがとうございます。大変勉強になりました。上原様、ご来島ありがとうございました。 

✩今西敦之氏：𠮷原様 卓話の卓話よろしくお願い致します。東京小金井ロータリー上原様 ようこそおいでくださいました。 

◆BOX￥6,000（累計￥15,5000） ◆コイン￥78 （累計￥2.963）合計￥157,963  

 ～ 例 会 風 景 ～  

米盛博和氏 7 日（水） 上勢頭保氏 9 日（金） 松原栄松氏 15 日（木） 

橋本孝来氏 16 日（金） 松尾和彦氏 20 日（火） 黒島剛氏 24 日（土） 玉吉秀庸氏 29 日（木） 

2022年（令和 4 年） 9月 10日（土）国際ロータリー第 2580 地区 地区大会 

第 10回例会（通算 2946回）於：グランドプリンスホテル新高輪 

委嘱状交付：地区国際大会参加推進委員 

森田安高氏 1年間よろしくお願い致します。 

𠮷原様 卓話ありがとうございました。 

仁開一夫ガバナー補佐 舞台に登壇し、 
担当の 6 クラブを紹介していただきました。 

本会議後の懇親会にて 

上原秀政氏とピアチューレのお二人に夜間例会を盛り上げて頂きました。 


