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８月例会ご案内
８月例会はお休みです。

２６年間も日本を留守にしていたとは思えない行
動力であります。
城野先生のお考えの中に、日本経済における重要な
事項として、資源問題をどのように対応するのかと
いう視点があります。
前回、小生が取り上げた「アラブ・アフリカ認識の
転換と新しい日本国家戦略」はまさに日本の国とし
てやるべきことを率先して実行されたということ
で、城野先生の行動力の表れといえましょう。

６月例会報告
日時

： ６月１１日 木曜日
18;30 ～ 20;30
テーマ ： 城野先生の著書から学ぼう
「第三の経済学」を輪読しよう 第２回
場所
： 港区立商工会館
担当
： 古川 彰久

今回の参加者の中で、すでにこの書物を読んだ方か
ら、どの内容を見ても、これまでの経済論評でない、
実践の中での洞察力の素晴らしさが指摘されまし
た。

城野宏著「第三の経済学～『経済学』の崩壊と新生」
を参加者で輪読し、情勢判断学を活用してどのように
経済問題に対し取り組むことができるのか、お互いに
学びましょう。

今回は、榊原氏から、
「経済論争と国際謀略」が取り
上げられました。以下に要点を抜粋しよう。

城野先生の中国から帰国後の略歴を見てみよう。
１９６４年（昭和３９年）
４月最後の中国３戦犯として、５１歳で帰国。
１９６９年（昭和４４年）
城野経済研究所発足。情勢判断学・脳力開発を提唱。
１９７０年（昭和４５年）
４回にわたり日本のトップ企業からなる経済使節
団を率い、団長としてアラブ諸国を歴訪。故サダト大
統領など各国首脳と会談、日本アラブ協会理事長とし
て親善・経済発展に尽力する。故チトー大統領（ユー
ゴスラビア）とも親交があり、両国の経済発展に寄与
した。
財団法人日本教育文化協会理事長、産業新潮社会長
に就任。

１. 二つの経済論
日本でも、種々雑多、無数の経済論議が繁盛し
ているが、その方向を大別すれば、日本経済を
いかに発展させ、国民生活をいかに高めるか、
という議論と、それをいかに衰亡させ、いかに
低めるかという議論の二つになってしまう。現
状維持論は、周辺の万物がすべて発展拡充にあ
る環境の中では、結局は衰亡低下の議論に属す
ることになる。
経済論議は、まず第一に、出されている主張が、
はたして右の二つの戦略方向のいずれに属する
ものであるかを判定することからはじめねばな
らぬ。
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２. 日本経済の中心的問題
現在の日本経済において、四つの中心的問題があ
る。円切り上げ、外貨、労使関係と公害問題であ
る。

とのできるように啓蒙してゆく義務と責任があ
る。経済の実際活動に従事している財界人は、
特に自己の実際体験を披歴して、日本経済の実
態を啓蒙する任務があり、また同時に、公害も
口舌の論よりも、企業自ら実践をもって克服の
方法を開発し、天下に示す仕事があるのである。

３. 方策のない公害論議
工業産物は大部分が人間生活に有益で、人間の生
存に適当な環境を作るのに役立った。だからこそ、
自然のままに放置すれば、人類の生存を阻害した
微生物、動植物、気候地形条件を変革し、急速に
世界人口を増大し得たのである。日本の死亡年令
平均が六十才をこえ、スウェーデン、スイス等の
人口の少ない「福祉国家」と並ぶまでになったの
は、近代工業によって生存環境を適切になし得た
証拠である。しかし工業産物の一部は、人体にマ
イナス作用を及ぼす。人も物も量が増え、その悪
影響の面が現れた。その悪の部分を公害というの
である。
日本は積極的に外貨を使い、他国の公害減、減の
優れた技術はどしどし導入してよいのである。ま
た日本人自身も具体的研究と施設に努力すべき
だし、その努力のないところはさせるようにする
のが、政治家、文化人、経済人の役目であろう。
そういう具体的方策がないから、輸出を減らせ、
貿易至上主義を改めろ、経済成長をおさえろ、働
くな、企業をつぶせということになってしまう。
その仰せのとおりやったら、それこそ日本人の生
活をますます切下げ、福祉、社会資本充実などに
ますます手がまわらなくなってしまうだけであ
る。

城野先生がこの本を書かれた昭和四十八年当時の
経済情勢を背景に、戦略戦術論を分かり易く説かれ
ています。
参加者それぞれの体験をもとに活発な意見交換が
行われました。
経済は常に世界的な規模で動いていきますので、そ
の時々の情勢を適格に把握し、その中で各自がどの
ような行動をとったら良いのか、戦略判断が大切な
ことを再認識いたしました。

４. 必要な労使関係の再編成
労使関係も日本の現実に即して、国際謀略を排除
する必要がある。
労働者、資本家という名称の分け方が、誤解をも
たらすのかもしれぬ。実質的には全般の経営統制
を取る管理人員と、実戦部隊である生産、流通の
実働者との担任区分にほかならない。
「労使関係」
も、こうした実態に即して、道理も法令も再編成
してみる必要がある。
５. 国際謀略の判定基準
国際謀略は、自分で見破らなければならない。
すべての事物にはプラス面とマイナス面の両面
をもち、どちらか一方だけで存在することは出来
ない。だから、常にプラス面の発揮に重点をおき、
マイナス面との間の調和をはかる以外に策のと
りようはないのである。一方にだけふれる議論は
何らかの私心に基づくものと判定してよい。
経済論議における国際謀略は、かなりの費用をか
けて進行しているようである。日本の真の知識人
は、この謀略を見破り、国民大衆が自ら見破るこ
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窓口・申込：㈲イキイキライフ 古川彰久
ＴＥＬ：０３―３４３２―０５８４
ＦＡＸ：０３―３４３２―０５８２

例会予定
2015 年
９月１０日 木曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ： 城野先生の著書から学ぼう
「第三の経済学」を輪読しよう 第４回
場所
： 港区立商工会館
担当
： 篠原 昌人、榊原 高明

区立商工会館へのご案内地図

１０月８日 木曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ：未定
担当
：未定
開催場所：港区立商工会館
（都立産業貿易センター浜松町館 ６階）

分科会活動 ご案内
古川彰久が事務局長に就任しているサトルエネルギ
ー学会の行事をご紹介します。

東京都港区海岸 1-7-8 都立産業貿易センター
浜松町館 6 階 TEL03-3433-0862

サトルサロン

ゆりかもめ竹芝駅より徒歩３分

講演テーマ：
「サトルな脳あれこれ」
講師：河野 貴美子（かわの きみこ）
NPO 法人国際総合研究機構 副理事
日時：2015 年８月６日（木）18:30～20:30
場 所 港区立商工会館
会費 サトル会員：1000円 一般：3000円
【内容】
脳はもともと非常にサトルな器官。つまり、ごく僅か
な刺激や変化をもきちんと捉えて、それらを精査し、
日常生活に都合のいいように取捨選択しながら、実に
うまく処理しています。脳の形成初期から、外からの
入力刺激に応じて自らそのように作り上げているの
です。何しろ、100 億個とも 1000 億個ともいわれる
脳神経細胞。細胞同士の接続部分はシナプスですが、
そのシナプスは、主に情報処理を担う細胞で１個あた
り 1000 個から 1 万個もありますから、単純に組み合
わせを考えたら、回路は縦横無尽に数限りなくあるこ
とになります。しかも、時々刻々、外からの情報に応
じて回路は変化していくのです。アメリカではその全
てを解明しようという計画が、現在動いています。僅
かな刺激を感じ取るあらゆる回路が解明されたら、人
が絡む不思議現象からあの世まで、全て解決がつくで
しょうか。確かに、かなりのところまで脳の機能だけ
で説明することは可能なのです。最終的に脳だけでは
解明できない「何か」が残るのか、今までのサトルエ
ネルギー学会で培われてきたさまざまな報告を省み
ながら、みなさまとご一緒に考えてみたいと思います。

ＪＲ浜松町駅北口より竹芝桟橋方向へ徒歩 7 分
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅より
浜松町駅方向へ徒歩 10 分

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。
※ 年会費はありません。
※ 「じょうはん」発送のお申込は、
E-mail： info@iki2life.com
まで、Mail でご連絡下さい。
※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ
げて下さい。
※ ホームページもご確認下さい。
http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
編集後記
城野先生のお考えは、常に戦略・戦術の分析か
ら、原理・原則を説いておられますので、何時の
時代においても通用します。
昭和 48 年に出版された、
「第三の経済学～『経
済学』の崩壊と新生」も、当時の経済情勢を背景
に戦略・戦術の分析に基づき書かれていますが、
現在においても当然ながらその分析手法は有効で
あります。
この城野先生のご著書を輪読し、その分析手法
を学びながら、現在及び今後の経済情勢を解き明
かしていきましょう。
著書は定価２,７００円（税込）ですが、参加者に
は特別価格１,０００円（税込）でおわけします。
皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古川)
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