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「TPP について」  

         伊藤康郎氏  

＜ジェトロ三重貿易情報センターアドバイザー＞ 

６月第１例会 ６月９日（木）ラ・スースANN 

 今月の講師

伊藤康郎氏は

私柴田とは高

校時代サッカ

ー部の同僚で

あり、大学は違

うものの、関西

のサッカーリ

ーグの交流戦で一戦を交えた間柄である。 

 伊藤氏は前段において、岡谷鋼機勤務時代の 14

年間に亘る米国駐在を踏まえ、赴任地の南部ヒュー

ストンにおける仕事上の経験や生活の一端を紹介

された。この中で赴任中に経験した１９８５年のプ

ラザ合意後の急激な為替レートの変動により忙殺

されたことが印象に残っているとのことであった。 

 また、現在のジェトロ三重における仕事の一端も

紹介され、ミクロネシア諸島・パラオにおける日本

農業の試みや、日本の車検制度の信頼性からくる中

古車輸出に関する相談事例の話もされた。 

 本論の「TPP（環太平洋連携協定）について」は、

ジェトロ発行の「TPP早わかりガイド」を基にして、

昨年１０月の大筋合意、今年２月の協定調印を経た

が、主要参加国である日米両国とも具体的中身につ

いては今後の国内審議、承認を要することから未だ

流動的な要素があるという前提で話が進められた。 

 このTPPは世界全体の約４割のGDPに影響を与

える規模で、高い関税率が撤廃され、また貿易、投

資、サービスの自由化、貿易円滑化、政府調達、知

的財産保護等の広い分野で新たなルールが設けら

れる予定である。TPP参加による日本側メリットと

しては日本製品の輸出が拡大する半面、安い農作品

が流入し、更なる農産物自給率の低下の懸念や、遺

伝子組み換え食品の規制緩和による食の安全に対

する不安も出てくる。 

 国内経済全般に関することとしても、安価な外国

産品流入にるるデフレ懸念もある。更に、医療保険

の自由化による日本の国保制度への圧迫や医療格

差が広がる恐れもある。その他TPP毒薬条項など、

事前の情報開示が協定上制限されている箇所もあ

るので、我々も今後の TPP の全体的中身や推移を

注意深く見守る必要があると感じられた。 

         （柴田洋治郎・記） 

 

本日は、荒川恭

次中部部長と小

林滋記中部 EMC

主査が一緒に参

加をされ、太田全

哉君の入会式に

列席された。 

太田全哉君は鈴木

孝幸君がスポンサー

で鈴木君の友人のご

子息、38歳。昭和区川

名山にお住まいでメ

ネットは恵子さん。設備業、㈱オーエム勤務。 

             (浅野猛雄・記) 

第４９回クラブ総会（裸で語り合う会） 

 2016年 7月 9日(土)15：00～20：00 

 会場：名古屋YMCA5階チャペル・いごこ家 

 会費：懇親会 5,000円（総会のみは無料） 

クラブ創立 50周年記念例会を 2017年 5月に開催 

しますがそのためのキックオフとなる大切な総会 

です。2016～17年度会長の浅野猛雄君は会長主題 

に「而今 （ただ、今を精一杯生きる）」としまし

た。 

 而今？ 伊賀上野のお酒？いえいえ、浅野君は中

村総主事が名古屋

YMCA 機関誌「名古屋

青年」1 月号に掲載さ

れたコラムから引用

したもので、一年間会

長として老骨に鞭打

って頑張るぞとの決

意の表明なのです。 

 念のため｢而今｣が伊勢志摩サミットの乾杯の酒 

に選ばれたからこの言葉を選んだ訳ではありませ

ん、浅野会長はビール党で日本酒は呑みません。 

 この一年、名古屋東海クラブは浅野会長のリー 

ダーシップのもとそれぞれのメンバーが持ち味を 

発揮してワイズダム発展に活動しましょう。 
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第 19回西日本区大会  (八木武志・記） 

 ６月 25日(土)・26日（日）大阪で開催 

 山田英次会長と6人のメンが大阪城公園近くの松

下 IMP ホールの会場にそれぞれの行き方で参加し 

ました。何年か前にもここで区大会があったはずが 

交通機関やビルが増えてちょっと迷いました。 

 会長は代議員会があるので早朝にでかけ、ほかの

メンバーは昼ごろに到着、会長の勇姿を撮るため会

場の前の方の席に陣取り、開会を待ちました。 

 13 時ファンファーレと共に理事旗が遠藤理事を

先頭に入場し、第 19 回西日本区大会が始まりまし

た。 

 壇上には各ク

ラブの会長がバ

ナーを携えて勢

ぞろい、紹介のア

ナウンスに応え

て手を挙げ起立、 

中部はいつも一

番さきですからうっかり出来ません。 

  

 荒川中部部長も今日が最後の仕事、ほっとした 

気持ちが浮かべる笑みに伺われます。遠藤理事の 

開会宣言・点鐘で始まり、聖句として詩篇 133の冒

頭「見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、

なんという喜び」が読まれた。 

  

 遠藤理事の挨拶のあと会場の参加者、皆で「花は 

咲く」を奈良クラブの岩本章さんの指揮で合唱し 

東日本大震災の被災地の復興を願いました。 

  

 休憩のあと大阪で活躍の双子の辻本姉妹のヴァ 

イオリンデュオ「Happy Twins」の演奏を楽しみ、

メモリアルアワーのあとは部長報告です。荒川部長

はパワーポイントにあらかじめ音声とBGMを入れ

ての報告で喋らないため時間ピッタリ。 

  

 特別企画の｢東日本大震災をあらためて考える｣

は熊本ジェーンズクラブの立野牧師と石巻広域ク

ラブを設立した清水弘一ワイズのお話に涙し、これ

からの課題にたいし「となり人になり、そっと寄り

添う」ことと「決して忘れない」決意を新たにした。 

 夜の懇親会はホテルニューオオタニで開催され 

久しぶりに再会する他クラブのメン、メネットとの 

交流の花が咲きました。 

  

アトラクションの阿波踊りに会場の多くの人が一

緒に踊り狂い、場内狂乱のなか大島君もそっと片隅

で手振りをしていました。 

  
2 日目の理事役員引継の前の事業主任報告と表彰

で、名古屋 YMCA が主管した全国リーダー研修会

に対するサポートが評価され、YMCA サービス・ユ  

―ス事業のユース支援最優秀クラブ賞を金沢・名古

屋・名古屋グランパスクラブと共に受賞しました。 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン 7月 25日 八木武志君 

 メネット 7月 13日 松本淳子さん 

結婚記念日おめでとうございます 

  

今月の西日本区強調月間 

 Kick-off・EMC－MC 

「MCは新会員増強と意識高揚を図ること。楽しく

充実した例会運営を図り、メンバー間の親睦を深め

魅力あるクラブ作りを目指しましょう！」 

   西日本区EMC事業主任 

山籐 哉君（京都グローバルクラブ） 

6月第 2例会報告 16日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 8名 

①7月第 1例会（第 49回クラブ総会）：7月 9日（土）

15：00～19：00 会場：名古屋YMCA・いごこ家 

懇親会の会費：5,000円  

②今後の予定： 

 第 19回西日本区大会：6月 25・26日 大阪 

③深川 直君は家庭の都合で 6月末で退会 

 ブリテン編集委員の後任は松本 勝君 

④2015～16年度中部第３回評議会：６月 11日(土) 

 2016～17年度中部第 1回評議会：同日開催 

 部長活動報告・決算中間報告 承認 

 部長活動方針・計画・予算  承認 

 中部監事に長谷川和宏君が補充選出された。 

 2018～19 年度中部部長・部会ホストクラブは名

古屋東海クラブに決定。（クラブとして受諾） 

⑤6月第 1例会において鈴木孝幸君提供の名古屋ド

ームでのドラゴンズ戦のチケットをオークショ

ンにかけ、2枚1,000円で計7,000円ファンドに。 

⑥第 20回中部部会・合同メネット会：8月 28日(日) 

 会場：名鉄ニューグランドホテル 

 講演：「国際協力の意義」五月女光弘氏（外務省

参与・初代NPO大使） 

 登録費：10,000円 メネットアワー：1,000円 

⑦第60回名古屋YMCA市内中学生バスケットボー 

 ル大会：8月 2日～12日 60回記念 Tシャツを 

 作成販売（6月例会で）した。 

 今年の参加校は男子 97校、女子 107校 組み合

わせを見て、是非母校の応援に会場で観戦を！ 

⑧8月第 1例会：8月 4日(木) 11日が祝日のため、 

 納涼例会として会場は「いごこ家」、ユース・ス

タッフを招待する。 

⑨9月第 1例会：9月 8日(木) 南山クラブと合同例

会。会場はラ・スース ANN 卓話の講師に京都

キャピタルクラブの岡本尚男氏を招く。 

⑩名古屋YMCA賛助会員増強キャンペーン（別紙） 

◎例会・行事の出席者 6月出席率 17／18 94.4％ 

 6月 3日：中学生BB大会役員会 長谷川・八木 

 6 月 5 日：協力募金熊本地震被災支援街頭募金 

浅野麻・大島・柴田・橋爪・長谷川・八木 

 6月 9日：第 1例会  浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・太田・柴田・鈴木一・鈴木孝・橋

爪・長谷川・服部・松本・八木・山田・山村・

鷲尾メネット：松本 ゲスト：荒川中部部長・

小林滋記中部EMC主査（太田全哉君の入会式） 

6月 10日：中学生BB大会役員会 長谷川・八木 

6月 11日：中部評議会 浅野猛・長谷川・八木・

山田 

 6月 16日：第 2例会 

  浅野猛・浅野麻・柴田・橋爪・長谷川・松本・

八木・山田 

 6月 17日：中学生BB大会監督会議 長谷川 

6月 25日・26日：第 19回西日本区大会 

  大島・柴田・鈴木孝・橋爪・長谷川・八木・山

田 

◆2016～2017年度クラブ役員 

会 長：浅野猛雄 副会長：遠藤彰一 書記：八木

武志 直前会長：山田英次 一般会計：池野輝昭 

特別会計：橋爪良和  会計監査：（直前会長） 

連絡主事：浅野麻琴  メール委員：八木武志 

YMCAサービス・ユース：柴田洋治郎・鈴木一弘・

大島孝三郎  ＥＭＣ：服部敏久・鷲尾文夫   

地域奉仕・環境：池野輝昭・野村秋博  

国際・交流：橋爪良和・鈴木孝幸・太田全哉  

ブリテン編集：長谷川和宏（コーディネーター）・

松本 勝・八木武志 根の上担当：山村喜久・浅野

猛雄・八木武志 メネット連絡員：松本淳子 

50周年記念例会委員会：松本 勝・浅野猛雄・柴田

洋治郎・鈴木孝幸・橋爪良和・八木武志 

◆西日本区委員・中部役員 

区組織検討安全対策委員：鈴木孝幸 区 JWF 管理

委員：橋爪良和 中部 YMCA サービス・ユース主

査：山田英次 中部監事：長谷川和宏

                                                 


