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REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

心の中を見つめよう 博愛を広げるために
状態などで突然に落下するようなこともあるそうで
す。その落下物に当たる確立が 1/3200，人間一人一
人にすると 21 兆分の１，
もし落下によって被害が出
た場合はアメリカが保障するということでした。宇
宙のゴミは 10 センチ以上のもので 22,000 個以上，
１～10 センチのもので 50 万個以上，１センチ以下
のもので数千万個もあり，年間で 400 件ほど落下物
があるようです。いったん打ち上げた衛星とかロケ
ットは役目を終えると軌道上に放置されたまま，回
収・処分は技術面・コスト面で大変難しいというこ
とでございます。今運用中の衛星など約 1 千個を除
いた残りがゴミになっているそうです。今回は日本
でも首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設
置して万一に備えていたようでした。人工衛星は
1957 年の旧ソ連スプートニック 1 号が人類初，50
年ちょっとで千個以上の衛星が上がり，他のものが
ゴミになって廻っているということがちょっと驚き
です。ＵＡＲＳはアメリカのバンテンバーグ空軍基
地で衛星を追跡した結果，
日本時間の 24 日午後０時
23 分から２時９分の間に太平洋上に落下した可能
性が高いということで，落下場所は不明，800 キロ
にわたって海上または地上に散らばったもようです。
燃え尽きる素材を開発中ということでしたが，ハヤ
ブサのようにどうしても帰ってきてほしい衛星もあ
るわけですから，それは難しい問題なのではないか
なあと思います。
今日の言葉は「喫茶去」
。掛け軸などにもなって飾
ってあるので目にすることもあると思います。これ
は「心に一遍の曇りもなく誰に対しても平らである
ことができればこんな素晴らしいことはない」とい
う意味です。小さな計らいに捕らわれそうになった
時にこの言葉を思い出してみてはいかがでしょうか。

第 1611 回例会プログラム
12：30 開会点鐘
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング
ターゲット唱和
４つのテスト唱和
ビジター紹介
会長挨拶及び報告
セレモニー
幹事報告
各委員長報告
会員卓話
出席報告
ニコニコボックス報告
13：30 閉会点鐘

佐伯 浩明様（佐伯事務所所長）

会長挨拶及び報告
八木嘉奈枝会長
今日は４，５日前に人工衛星ＵＡＲＳが地球に一
部落下する，530 キロ以上のものが 26 に分割されて
地球に落ちてくるのではないかというニュースが入
って参りまして，一時緊張いたしました。
ＵＡＲＳは 1991 年アメリカで打ち上げられた重
さが 6.5 トン，
長さが 10 メートルという人工衛星で
した。主にオゾン層の観測などの仕事をして 2006
年に役目を終えました。
今回は地球の北緯 57 度から
南緯 57 度の範囲に地球を８回廻って日本の上空も
３回廻り，そして落下するのではないかと。それが
いつ落下するのかということは予測できず，大気の
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ものに回せる金が半分以下になっているという，非
常に問題のある予算編成になっています。国債残高
の国の長期債務残高は 637 兆円，地方と合わせます
と 862 兆円になります。これは先進国の中で最低の
数字です。
「三方一両損」に立って官も財も民も身を
削って余剰金を生み出し，政策経費・経済成長政策
に当てる，そうしなければ明日の日本はないのでは
ないかと思います。
野田政権になってやっと本格的な首相が現れたと
思っています。前がひど過ぎたから得をしていると
いう面もありますが，常識を大事にしていると感じ
ます。東日本大震災の復旧・復興と日本経済の建て
直しの２つが最優先課題だと言っています。経済成
長を成功させるためには経済政策だけではだめです。
人間の心も作り変えないといけないと，この二つを
両輪として行い，道徳を生かす教育の建て直しがで
きれば自然に子供を生む気持ちになり，根本から日
本は変わるのではないかと思うのです。

☆米山功労者賞授与
橋本 昭二会員

☆会員増強拡大賞授与
柴田

覚会員

幹事報告

大沢 守輝幹事

① 東日本震災復興基金日本委員会から寄付の報告。
② 10 月例会の４日，18 日は清水園で行う。

出席報告

現代日本が取り組むべき根本命題と

会員数 38 名 出席者数 19 名 出席率 50.00％
前回修正出席率 81.08％

野田政権の誕生
ゲストスピーカー紹介

龍前 篤司会員

佐伯 浩明様
八木嘉奈枝会長

小林 勇治会員
本日の合計 ￥20,000
本年度の合計 ￥259,000
・お世話になります（佐伯様）
・佐伯様ようこそ。卓話ありがとうございました（八
木）
・佐伯様卓話ありがとうございました（大沢）
・
卓話ありがとう（橋本）
・佐伯さん卓話ありがとうご
ざいました
（猪股）
・卓話ありがとうございました
（高
橋）
・佐伯様卓話ありがとうございます（斉藤）
・佐
伯様本日は卓話ありがとうございました（服部）
・佐
伯様本日はありがとうございました（カバサワ）
・佐
伯様卓話ありがとうございます（佐藤）
・佐伯様卓話
ありがとうございます（黒臼）
・お客様ようこそ。卓
話ありがとうございました（小林）
・お客様卓話あり
がとうございました（押目）
・佐伯浩明様卓話ありが
とうございました（龍前）
・佐伯様卓話ありがとうご
ざいました
（宗像）
・卓話ありがとうございました
（鎌
田）
・佐伯様本日は卓話ありがとうございます（大
渕）
・佐伯様卓話ありがとうございました。彼岸中は
肌寒い毎日で体調を崩されている方が増えています。
どうぞ皆様もご留意下さい（柴田）
・朝夕，気温に変
化が出てきました。
体調にお互い注意しましょう
（芝
野）
・お彼岸を忘れずに庭には真赤なマンジュシャゲ
の花が咲いています。秋ですね（阪）
◇本日の司会者◇
黒臼 秀之ＳＡＡ

昭和 19 年 12 月 11 日旧満州国新京市生まれ。東京
育ち。昭和 44 年学習院大学法学部政治学科卒業，
46 年慶応大学法学部政治学科卒業。その後産経新聞
入社，産経新聞政治部官邸キャップ次長編集委員を
経て政論調査室次長，ウェブ産経事務局長，千葉総
局長，日本工業新聞社関東総局長，編集企画員を経
る。23 年４月退社。ジャーナリスト活動に入る。
現代政治を見ていると，
どうしてこんなに日本は
だめになったのか，それ
は予算を仔細に分析して
その推移を見るだけで解
ります。根本原因である
国の予算は，一般会計と
特別会計で総予算が 220 兆円あり，一般会計予算が
92 兆円，自由が利かない予算になっています。税収
を上回る国債の発行，国債の依存度が 48％，日本が
歪な予算編成になっていることがわかり，この点を
留意しなければなりません。もう一つ日本の予算比
に重大な影を落としているのは社会保障費の伸びで
す。かつては社会保障費と防衛費は同額位であった
のが５倍以上に社会保障費が増えているのです。予
算の中身を仔細に見るといかに日本が蝕まれている
のがわかります。92 兆円の予算の中で本当に必要な
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