
1／１８（火）ＫＩＲＣ zoom 新年会 開催報告
期 日 令和 ３年 １１月１５（月） 10：35 ～ 12：00
場 所 オンラインzoom開催（岩崎理事のパーソナルミーティングルーム）

ＺＯＯＭホスト：岩崎理事、
参 加 者 会員 １１ 名 、 委任状（議長に一任） ２名

司会：小川理事
■開会 ご挨拶 猪 狩 理事長より
猪狩でございます。 新年あけましておめでとうございます。
何かとご多用のところを、ＫIRCのＺOOM新年会にご参加いただき感謝申し上げます。
今年は顔を合わせた新年会が出来るかなと思っていまいましたが、思わぬオミクロン株
の感染拡大で巣ごもりに逆戻りです。お陰でZOOMでの新年会の開催となりました。
私も鎌倉の自宅から参加させていただいています。 鎌倉は快晴、気温7度です。
今日はオランダからモライン代表と大津さまもご講演をいただきます。 コバヤシ精密
工業の小林社長は会社からご参加です。 高久顧問もご自宅からご参加いただきます。
ＫIRCの皆さま、それぞれご自宅から参加。皆さまお揃いです。海外特別会員の小林様
はタイの現地からご参加です。 秋田から高清水の秋田酒造様が映像参加です。
ＺＯＯＭのお陰で、時空を超えて集うことができます。新しい繋がり、新しい形が生まれ
てきます。 「繋がりを形にする」が我々ＮＰＯのテーマ でもあります。
今年は新しい繋がり、新しい形づくりで、コロナ禍を乗り切りたいものです。
それでは皆様お揃いの様です。 新春の講演、オランダ最新事情、ＺＯＯＭ賀詞交流会を
をお楽しみください
〇司会進行の小川より本日の進行予定の案内：
本日は１部、２部の構成になっており、１部ではミニプレゼンとして立教大学の特任研
究員の高橋孝治様、 グローバルブリッジズ（オランダ・アムステルダム）代表のラドバ
ウド・モライン様にご講演をお願いしております。 ２部では賀詞交換を予定しており、
皆様に事前にお届けした秋田酒造の 「高清水」で新年を寿ぎ乾杯を予定しております。

■ １部 新年ミニプレゼン
①立教大学 アジア地域研究所 特任研究員 高橋 孝治氏

テーマ： 中国ビジネスの最新事情 資料：別紙参照

自己紹介・・・中国の法律問題などでテレビにも放映されてましたので、ご存知の方も
いらっしゃるかとは思いますが、私は「中国の法律を研究」してまして、５年程北京の
大学院・博士課程で行ってました。中国で、法律諮詢師（中国で言う司法書士）を
外国人初めて取得・合格者でした。※中国では、司法試験は外国人の受験は不可と
いう制限があった。中国内で、法の研究・実務を実行してきました。１時間の内容を20
分で話させて頂きます。
【用語の整理】：法律・・・議会を通過した活字形式のルール。

法 ・・・国家が強制力を発動する際の根拠となるルール
しかし法律は、政策に対して劣後するルールである。
一方、日本で法律はなぜ最高のルールなのか？
→国民が選挙で選ばれた議員が作成した法律であるので、間接的には主権者であ
る国民が作成したものであり、最高ルールであるという認識。
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②グローバルブリッジズ（オランダ・アムステルダム） 資料参照

代表 ラドバウド モライン氏・ 大津 わか氏（通訳）
テーマ：・明治時代の、日本とオランダの水工学の協力の歴史背景～現代オランダ

の水工学技術 ・ ㈱ ＩＤＥＲＥＣＯ ＪＡＰＡＮが神奈川県にこだわる理由
・オランダのコロナ関連新着情報

先ず初めにオランダのコロナの感染の進捗状況について説明します・・・資料左側
オランダのコロナは進捗状況が早いということをお話しします。
特にワクチン接種のスピードの速さが、グラフからも理解できると思います。
１回目接種で89%達成、２回目接種で86% のレベルです。 50歳以上で３回目ブー
スター接種が済んでいる人は50%という状況をグラフが示しています。
新規感染者も増加している。昨日は、感染テストを4万人が受診し陽性でした。
オランダの人口は日本の1／8レベルですが、オランダの感染者数は高いといえる。
病棟に入る患者は減少傾向にあります。オミクリロン株が軽症であるという裏付けと
判断できます。 そして先週末にやっとロックダウンが解除されました。→店舗の開店
は許可されたが、飲食店・劇場・音楽会場は閉まっている。
資料右側を参照・・・オランダの経済は、コロナの感染とは反対に成長しています。
解雇者（無職）の人数は減少しています。オランダ政府の赤字はかなり減少し、70%
位に収まっている。ＧＤＰも上昇中で、コロナ禍とは言えオランダ経済は成長してい
ます。 質問：オランダでは、オモクロン株は症状が軽いとみていますか？

→軽い株だと理解をしています。重症化しないことも理由。
質問：日本とヨーロッパでは、コロナの発症率は大きく違う（一桁位）のをどう考えますか。
→一つの理由はヨーロッパの小さな国で、国境が開かれていることで広がりやすい。
オランダはＥＰＵ（ヨーロッパ支払同盟）の一員で日本と違い国を閉じることはでき
ない。感染者の対策が出来ない理由となっていて、日本の事情は羨ましいです。
外国人が日本に行けないのが一番辛い。
【報告】以前、コバセイ（小林精密工業）と、オランダのマッチングした企業から

good ｎｅｗがありましたことをお伝えします。
新年のことでもありますので、紙芝居調で歴史をお話しをしたいと思います。
全ての始まりは４００年前でした。17世紀のオランダはスペインの支配下でした。
地図を見ていただきたいのですが、１３００年のオランダと1900～2000年のオランダを
比較して見ますと、陸地が増えています。水をポンプで組み上げて陸地化してきました。
オランダと水の関係は水は友達であり、脅威であると言われています。日本の地震と
同じ関係だと思います。1598年東アジアに向かうため、オランダ船がマゼラン海峡を通
って、アジアに出発しました。1600年に九州の黒島に上陸した絵です。これがオランダ
と日本の初めての出会いとなります。 左から3人目の赤い衣服の人がオランダ人の
ヤン・ヨーステン（JAN JOOSTEN)です。ヤン・ヨーステンの日本に影響を及ぼした一つ
として東京・八重洲街・八重洲はヤン・ヨーステンの地名の由来になっている例になっ
ている。17世紀に日本の徳川将軍家から東インド会社に与えられた通達がオランダと
日本の初めての貿易の許可証になります。私は初めての許可証がオランダと日本の
国交のスタートと考えています。この絵は長崎出島です。私も３年前に訪れました。
現在では改修されてとても素晴らしい状態で昔の面影を残しております。是非皆様も
一度訪問されることをお勧めします。次の絵はオランダ人が出島に滞在している状況を
描いている絵が沢山残っています。1640～1854年、この長期間は出島が日本と世界を
結ぶ場所でした。この時期にオランダが日本にもたらした物は多いのですが、その一つ
は顕微鏡があります、そしてポンプがあります
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次のこの絵はとても有名な絵です。フランスのシーボルトと日本人妻・娘がオランダ船を
待っているという絵です。右側の「あじさい」はシーボルトがヨーロッパから日本に持って
来たものです。「お雇い外国人」としてヨーロッパからかなりの技術者が日本にやってき
ました（日本政府に雇用されるというかたちで日本に渡航しました）そして技術が沢山
ある中で、水工学という分野でオランダから多くの技術者が来航しています。
日本には洪水・多くの川・港が存在することで、２０人程の技術者（水工学士）が来航し
、横浜港の設計をしました。その中の１名の方（写真：ヨハネス・デリーケ）が横浜港の
設計を行いました。この点は私が注目している点でこの度、横浜にＩＤＲＥＣＯ ＪＡＰＡＮ
を設立した意味合いがそこにあります。写真を見て頂いているこの景色は、オランダの
アムスレルダムの写真です。公園に４００本の桜の木が植えられています。日本からの
寄贈で２０００年に植林されました。
この写真はＩＤＲＥＣＯ ＪＡＰＡＮのポンプの写真です。オランダのＲＯＨＲ-ＩＤＲＥＣＯの
子会社として、今月横浜で株式会社として設立しました。この写真のポンプは日本の
ダムの鉱滓処理・浚渫事業での活用を目指していますが、とても優良なポンプなので、
あらゆる業種に応用が可能と理解し販売していきたいと考えています。
２０２２年に日本で水工学の始まりとして、このポンプを紹介できるのがとても期待して
いる。日本での株式会社の設立に伴って、日本でのパートナーを探しています。
ベトナム・カンボジア・ラオスへの進出についてのパートナーとしても期待しています。
ＩＤＥＲＥＣＯ ＪＡＰＡＮの美しい冊子がありますので、興味ある方は申し出てください。
※ モライン氏の日本での活躍紹介：平成28年に旭日小授賞を受賞されました。

(受賞対象：日本・オランダ間の経済交流の強化及び相互理解の促進を寄与）
※ 東京駅はアムステダムの駅を模倣して作られました。
高久様より：ヤンヨーステン・八重洲口など知古の事実をオランだから直接伺えた

のは感激です。

(5分間の休憩）

２部 Ｚｏｏｍ賀詞交換会
①新春を寿ぎ、乾杯！！ 乾杯の音頭：渡邊副理事長

〇参加者の皆様の御自宅に届いている「高清水」で乾杯しました。
〇紹介：秋田酒類製造㈱（秋田ではTOPメーカー）の企業ＰＲの映像を放映。

（6分間） 世界のコンクールでも賞を頂いています。
平川社長は、渡邊様の地元高校の同級生です。
下記ＵＲＬから観賞できます。

https://www.youtubu.com/watch?v=2y2qKOwNGtc

※オランダのモライイン様は、TEAで乾杯していただきました。

②参加者の皆様に、「３分間スピーチ」をお願いします。
【㈱コバヤシ精密工業代表小林昌純様】 モラインさん有難うございます。

オランダで実績が出ている模様で感謝してます。家族が感染したものです
から、濃厚接触者ということでこれからＰＣＲ検査に行きます。
動画紹介：顧客からの依頼でジェットエンジンを積んで発電をして飛ばすドロ
ーンの開発を研究中（3か月でここまで進捗）、ＳＤＧs関連の仕事も進行中です

【グローバルブリッジズ社 大津わか様】 今日本から参加しています。ＫＩＲＣの
方々にもリアルにお会いしたいと思ってますが、なかなかかなわず残念です。
ＩＤＥＲＥＣＯ ＪＡＰＡＮの件もよろしくお願いします。

https://www.youtubu.com/watch?v=2y2qKOwNGtc
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【高久道男様】 大学の同窓会の幹事等仰せつかっているが、活動できていな
い状況です。地球環境問題は以前より活動しているが、ＳＤＧＳという形で継
続していきたい。

【石川副理事長】 昨年は2か月以上4回も入院することになりました。 タイに
駐在の家族が帰国しているので、現在賑やかな家族生活となっています。
６月に米国に行きましたが、帰国の空港は検査が大変でした。

【渡邊副理事長】 再構築事業に合格してしまったので、画家の平山郁夫先生
の渡航時に収集しコイン・資材が多くあり、展示する方法を開発中です。
バーチャル美術館を実施予定です。
ライブコマース：ピース ユーに注目してください。

【猪原理事】
開発設計事務所、横浜商工会議所の新年会合で山中市長の談話を聴取。
地域社会活動（町内自治会など）への参加、横浜市の地域防災セミナー・
地域の子供達のためのイベントなどが中止となっています。

【清水理事】
三浦雄一郎さんの社会活動に参加している：1月21日にユニバーサルツーリ
ズム開催される。 データヘルス：コロナの関係をレセプトを使って皆様の動向
を把握する方法を進めてします。

【飯島伸博様】 中小企業診断士の飯島です。補助金絡みのセミナーが多くな
っている。横浜商工会議所の相談員をしているが、「ライバー」（ライブ配信）
を中心に活動したいと考えている。

【広瀬 一郎様 ＫＩＲＣ会員】 本日何とか間に合いました。米国のｱｲｵｱ州の応
援の活動をしています。米国への投資は増加している。「国際ネットワーク
構築」を実行中です。現在、濃厚接触者の立場になっており、在宅すること
になっています。

【日野理事】貴金属の会社の若手社員の教育関係の仕事をしてましたが、昨年
勤務以来コロナ・オミクロンの影響で中断が続いています。東南アジアへの
旅行を楽しみにしてますが、実現できないので身体が鈍ってきてまして、最近
は体力回復に注力しています。散歩・プール水泳で努力している。

【中山理事】相変わらず電車に乗らない状態が続いています。ＳＢＣグループの
活動は開店休業状態。zoom例会は続行中。平塚で異業種交流会も閉店状態。
某中小企業の組織の活性化の手伝いしている。毎朝のラジオ体操は継続中、
7000歩／日・目標の徒歩は継続中。

【岩崎理事】 資料参照 クルーズ船には参加の思い出があります。ゴルフ・テ
ニスを楽しんでいます。グループループ活動はリモート。 日常の買い物は
ＣＯＯＰの配達を活用しています。

【小川理事】 資料参照 江戸時代の感染症の実態と対策：
臨時御救（おすくい）という対応も存在した。現代の給付金と同様の配給の実態
独身者：300文（現在9,750円）、二人以上の家庭：250文（現在8,125円／人）

『乾杯』：石川副理事長の音頭をとっていただき、めでたく閉会としました。“感謝“

■次回の理事会のzoom開催予定：２月７日（月）10：00～11：30 とします。



当日の集合写真：敬称略

ＫＩＲＣ 副理事長
渡邊智子

高久道男 ＫＩＲＣ
日野理事

グローバルブリジズ
大津わか

アイオワ州日本代表
廣瀬一郎

中小企業診断士
飯島伸博

㈱コバヤシ精密工業
代表取締役小林昌純

立教大学 特任研究
員 高橋孝治

「編集 小川康雄」
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グローバルブリジズ代表

ラドボンドモライン
ＫＩＲＣ

岩崎理事
ＫＩＲＣ
理事長 猪狩惇夫

ＫＩＲＣ
小川理事

ＫＩＲＣ
猪原理事

ＫＩＲＣ
副理事長石川雅也

ＫＩＲＣ
清水理事

ＫＩＲＣ
中山理事


