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会長就任 に当た って
会長 茂 木賢二郎
日本ボス トン会会員 の皆様 には、お元気 に輝 か し
き 2001年

ルに特段 の差があるわけではありませんが、人間の

をお迎えのことと存 じ、お慶びを申 し

つ くった暦 という約束事の大 きな節 目ともなれば、

上 げます。本年最初の会報ですか ら、 いささか遅ま

人類社会 の未来を展望するのに相応 しい時期 といえ

きなが ら、まず もって新年 のご挨拶を申 し上げる次

ま しょう。
なぜ こんな気持ちになるか といえ↓
去 これ も実は

第であります。
昨年 の総会におきまして、私は高木会長 の後を受

私 とボス トンとの関わりに出来す るのです。私は 1
971年 か ら2年 間ハ ーバ ー ド・ビジネ ス ・スクー

けて会長に選出されま した。 とて も適任 とは思えま
せんが、皆様 のご支援を戴 いて、 ご一緒 にこの会を
一 層楽 しく活発 な ものに したい と念願 しております。
昨年中は日本ボス トン会 の活動に積極的にご賛同
・ご参加をいただき、まことに有 り難 うございま し
た。 この機会に高木前会長 の リーダー シップに、改

ルで学 んだのですが、 73年 の卒業式 の式辞 で当時
のデ レク ・ボク学長が、世界人 口の 5%強 のアメ リ
カ人が、世界の資源の相当な シェアを消費 してい る
状況 に対 して、大 きな疑間を投げかけたのです。
あの有名 な 「
成長 の限界」が 出た直後 の ことです

めて心か らの敬意 と感謝の念を表 します。また、当
会がいろいろな楽 しいイベ ン トを企画 ・運営 し、ま

が、 この本はその後経済学者 の多 くか ら悲観論 との
批判 を受けま した。 しか し、地球環境 は悪化 の一途

た会報 などを発行できます のは、それぞれを担当 し

をたどり、 いまや人 々はこれを無視できな くなって

て くださる副代表幹事をはじめ多 くの皆様 のう尽力

お ります。問題 の本質は、人間の活動か ら生ずる地

の賜物であり、厚 く御ネとを申し上げたい と存 じます。

球へ の負荷が、いろいろな徴候か ら見て、地球の対
処能力す なわちキャパ シテ ィーを越えつつ あるよう

ご高承の通 り、 この会は何 らかの形でボス トンに
縁 のあ った 「ボス トン大好 き人間」の グル ープであ

に思えることで しょう。

りますが、本年 もまた皆様 と楽 しい集 いが持てます

日本ボス トン会 にはいろいろな専門領域 の方がお

ことを期待 してお ります。

られます。 この節 目の年 に、みなさん とこういう問

ところで、 申すまで もな く今年は新世紀 の始まり
であります。そ して、一年前 にあれだけの ミレニ ア

題 も考える機会を持てた らと考えてお ります。 20

ム騒 ぎがあ ったに もかかわ らず、正 しくは新千年紀
〈ミレエ アム)ス タ ー トの年 で もあります。地球 の

い ものであります ことをお祈 り申し上げ、会長就任

01年 が、そ して新世紀が、皆様 にとって素晴 らし
のご換拶 といた します。

自転 と公転 によって もた らされる一年 とい うサイク
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