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出席報告：会員数 45 名 

出席者：25 名 55.6％ 前回修正後 57.8％ 

幹事報告：到着物・米山梅吉記念館 館報 VOL38 

・湘南の凪後援会だより 

・「きかちゃんを救う会」に 2 万円を送金。 

・ロータリーの友配布に関するアンケート：回答をよろ

しくお願いします。 

委員会報告： 

・森澤社会奉仕委員長：バレーボール協会は、ビーチバ

レー大会の開催は、コロナの感染状況を鑑み、中止と

決定した。 

 

 

＜ハイテク女王 VS 世紀の空売り王＞ 

新型コロナウイルスは猛威を振るい、全国

に緊急事態宣言地域が拡大しています。ま

た、残念ながら、今年もビーチバレーボー

ル大会の中止が決定されました。奉仕活動

の機会が得られず、厳しい状況です。みな

さま、睡眠をよくとり、栄養のあるものを 

食べて、くれぐれもご自愛ください。 

先週、日経新聞にアメリカの興味深い記事が出ました。8

月16日に“世紀の空売り”で有名な投資家のマイケル・バー

リさんが、“ハイテク株の女王”アーク・インベストメント・

マネジメントのキャシー・ウッドさんが運用する上場投資信

託取引の売る権利を購入したというもので、要はハイテク株

の下落に賭けたということです。 

バーリさんは 2008 年の住宅バブルの崩壊を予想し巨額の

利益を上げた人で、映画「マネーショート 華麗なる大逆転」

のモデルの一人となっています。この映画は、リーマンショ

ック時のアメリカ金融業界を描いたもので、非常に勉強にな

りました。また、「インサイドジョブ 世界不況の知られざる

真実」というドキュメンタリー映画も金融危機を描いたもの

で、業界の素人には衝撃的内容でした。 

さて、ウッドさんは、テスラ株などへの集中投資で高い運

用収益を上げてきた時代の寵児ですが、バーリさんについて、

イノベーション分野を理解しておらず、人工知能（AI）など

のテクノロジーは「次の10年間で世界を変える」と主張しま

した。つまり、彼女のハイテクファンドはこれからも上がる。

その根拠は明確であり、分かっていない人が損をすると。 

しかし、この話、まるでデジャブを見るかのようです。日

本のバブル時、日本は狭いから、土地の価値が高くて当然、

まだ上がるとの主張がありましたが、バブルは崩壊しました。 

2000 年の IT バブルの時にも、デジタル革命によって相場

は上がると言われましたが、IT バブルは崩壊しました。もっ

とも、その後、本当にデジタル革命自体はやってきて、今や、

米国の株価は史上最高水準です。  

今回のハイテクの女王の主張、信じるか信じないかはあな

た次第です。 

 

 予  定 

9 月 9 日（木） 
12:30「イニシェ―ションスピーチ」 

    手島万里（入会予定者） 

9 月 16 日(木) 
18:30 新世代からの報告（BS 逗子 

第1団・GS第３９団・逗子葉山 JC） 

9 月 23 日(木) 休会 

9 月 30 日(木) 18:00 国際奉仕フォーラム 畠中会員 

10 月 7 日(木) 
12:30「米山月間にあたって」 

矢部房男地区米山奨学資金推進委員長 

since 1962 

第 2841 回 例会プログラム（Zoom） 

12:30 開会宣言 矢部 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

ロータリーソング斉唱 

来訪者 （ゲスト・ビジター） の紹介 

会長の時間  

幹事報告：来信・告示事項 

理事会報告： 

委員会報告： 

出席報告： 

ニコニコ BOX 発表： 

13:00 卓話 西村千恵様「ファームキャニングの活動」 

13:30 閉会宣言 矢部 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

2840 回 例会記録 2021 年 8 月 26 日（木） 

第 2841 回例会 

2021 年 9 月 2 日 

服部会長の時間 
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本日の例会は茶屋二郎のペンネーム 

でおなじみの山科誠会員の卓話です。 

渋澤栄一を描き「青淵の夢(青春編)」

（2021 年 5 月）、「青淵の竜  小説 

渋沢栄一」（2010 年 2 月）の 2 冊を

出版されましたが、収集した膨大な資 

料から、渋澤栄一や渋澤にかかわる人物その出来事など、

写真により具体的内容を語られた。セピア色の写真の中

に、我が国の資本主義が定着しその成長を歩みだす礎を

背負われた、渋澤栄一の姿を見ることが出来ました。 

「渋澤栄一の渡欧前と欧州滞在中の肖像」 身長は 5

尺(約 150 センチ)とあり、1867 年の 

パリ万博へ行き石造りのパリの街・ト 

レイン(蒸気機関車)・バンク(銀行)など 

西洋の文物に驚き、西洋人と同じ渋澤の 

散切り姿の写真を妻の千代に送ったとこ 

ろ、あさましい姿だと嘆かれたとの逸話が残されている。 

「徳川昭武を代表とするパリ万博遣欧使節団」 使節

団の面々の視線がバラバラ 

であることがなぜなのか不 

思議です、と言われた。こ 

の使節団には女性(浅草芸者) 

が 3 名随行して着物姿で 

シャナリシャナリと歩くさまがもてはやされ、日本女性

には背中にこぶがあると驚かれていたと紹介された。 

「大蔵省在職中」 徳川慶喜の紹介により大蔵省に入

省、大臣の次席というポストが与えられ 

た、在籍期間は 5 年間、日本の資本主 

義制度の基礎を作った。それまでの年貢 

制度から税による金銭納付制度へ、また 

貨幣制度を金本位制として、日本全体で 

貨幣単価を円に統一した。その後、産業の整備のため我

が国の銀行・株式会社制度の整備を進め、自らも事業を

進めるために、国立第一銀行設立に努力し、初代頭取と

なりました。 

「渋澤栄一の最大の恩人徳川慶喜」  

鳥羽伏見の戦い後江戸にもどり謹慎する 

も、逆賊の汚名を着て静岡にて謹慎の生 

活を送るが、渋澤栄一らの汚名返上の活動により名誉回

復をする。まさに渋澤栄一は忠義心の強い人と言えます。 

「徳川昭武」 パリ万博から帰国後、水 

戸藩主となり廃藩置県後、茨城県令(知事) 

となります。 

「渋澤喜作」 本当の武士になりたいと 

志し、徳川慶喜彰義隊の隊長となるも、 

函館戦争のため五稜郭にて幕臣として戦う。 

「渋澤平九郎」は渋澤栄一・千代夫婦の養子となるが、

戊辰戦争で戦死する。渋澤家で唯一の戦死者。 

「渋澤千代」は渋澤栄一の先妻で明治 15 年コレラの感

染拡大があり、42 歳の若さで急逝した。 

「渋澤家の女性たち」 渋澤千代、 

尾高くに、渋澤テイ、大内くに(栄一 

妾)の集合写真です。明治 10 年まで 

わが国では妻妾同居する法律があり、 

それに倣ったもので、他に２人の妾がいた。 

「渋澤兼子」 栄一の後妻となり最期を看取る。 

「掛け軸」 渋澤栄一が書きしたためた書で、青淵老

人は栄一の雅号であり茶屋二郎著作のタイトルの「青淵」

に引用したものです。 

「１万円札」 2024 年から使用さ 

れる銀行券。しかし、渋澤栄一の顔 

が紙幣に使用されたのは 2 度目で、 

明治35年韓国で第1銀行から発行された 10円札は 2

年間ほど使われた。 

「渋澤栄一のデスマスク」 渋澤栄一の 

経営理念は倫理と経営の一致を求めた。 

ある時三菱の創業者岩崎弥太郎から渋 

澤栄一に事業を一緒にやろうというこ 

とで話があった時、俺はみんなのために事業をやるが、

君は己のために事業をやっているとして栄一が断ったと

いう逸話があります。そして、渋澤栄一が亡くなってか

ら渋澤家に残されたものは、渋澤倉庫という会社の株 1

社のみであった、とのことです。 

「昭和 6 年渋澤栄一の葬儀」 葬儀のた 

めに集まった自動車が 1,500 台、会葬者 

が 4 万人集まったと言われております。 

渋澤栄一のお墓は谷中の寛永寺にあり恩人 

徳川慶喜の墓所の傍にあります。近くに参 

った折には立ち寄るのもいかがでしょうか。 

（担当：矢部房男） 

 

服部君、鈴木弘毅君…山科さん、宜しくお願いします。 

矢部君…山科誠会員、卓話お願いします。楽しみにして

おります 

横瀬君…山科さん、卓話ありがとうございます。 

菊池君…山科さん、卓話が興味深いです。 

森澤君…コロナ収まらないですね。 

清水惠君…山科会員、よろしくお願いします。卓話楽

しみです。         （チャットで申告） 

ニコニコＢＯＸ本日合計  ￥１１．０００  累計 ￥２４６．０００ 
 

 


