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【  R.  I.  会⻑⾧長】
 　 　⽥田中  作次
【R.I.  2780地区ガバナー】
 　 　菅原  光志
【第9グループガバナー補佐】
 　 　鈴鈴⽊木  悌介

【会 　⻑⾧長】⼩小嶋 　章司
【副会⻑⾧長】中野 　明
【幹 　事】久保⽥田 　知⼦子
【副幹事】⼤大川 　久弥
【会場監督】清 　康夫

本日の例会：通常例会（第1770回）

会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2012年年10⽉月9⽇日 　12:30〜～13:30
司会：⼤大川  久弥    副幹事

❖ ニコニコ箱

✴ビジター
中⾕谷  元⼠士様（⼩小⽥田原北北RC）…久し振りに城北北の例例会に参加
させて頂きます。本⽇日はよろしくお願い致します。
✴会員誕⽣生⽇日
安藤   克⼰己さん…誕⽣生⽇日祝っていただきありがとうございま
す。
中村   維孝さん…遅ればせながら9⽉月11⽇日の誕⽣生⽇日の御礼で
す。⽋欠席続きでご迷惑をかけます。
✴結婚記念念⽇日
剱持 　悟さん…離離婚もせずになんとかやってこれました。
✴奥様誕⽣生⽇日
中野 　明さん…妻の誕⽣生祝いありがとうございます。今頃は
花が届いてニコニコしてると思います。
⼤大⾕谷 　宏さん…①本⽇日は家内の誕⽣生⽇日です。クラブよりお祝
いを頂きましてありがとうございます。いつまでも若若くあっ
てほしいと思っています。②先⽇日は⼩小川さん、剱持さん、⽊木
村頼弘さんお世話になりました。友情に感謝します。
✴その他
河野 　秀雄さん…ガバナー公式訪問も終り⼀一安⼼心。でも出席
率率率が少々悪かったね。執⾏行行部、出席委員会頑張れ！
清 　 康夫さん…9⽉月29⽇日、30⽇日、商⼯工会議所主催の産業ま
つりに（株）フジミ2コマ出展し、企業PRが出来ましたので
少々。

会員数：48名

例例会報告：2012年年10⽉月2⽇日（晴れ）第1769回年年通常例例会

12:30 開会点鐘：⼩小嶋  章司  会⻑⾧長
ローターソング⻫斉唱 　「我らの⽣生業」
スピーカーおよびビジターの紹介
慶事祝福
会⻑⾧長挨拶
幹事報告／出席報告／委員会報告
同好会報告／ニコニコ箱

13:00 担当:  杉崎  勝成会員
卓話:  蕭淑麗麗様(シウ・ソックリ―)(⼥女女性)
 　 　通称：judy(ジュディ)
 　 　国籍：マレーシア
 　 　⼤大学：神奈奈川⼤大学
 　 　世話クラブ：平塚北北RC

13:30 閉会点鐘：⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

【今後の例例会・卓話スケジュール】

10⽉月16⽇日  通常例例会    12:30  
担当:  プログラム委員会
卓話:  ⼩小畑  哲哉様
 　 　東⽇日本電信電話㈱神奈奈川⽀支店⽀支店⻑⾧長
「ハイテクとハイタッチでつなぐ〜～地域活性化に向けて〜～」

地区⼤大会
10⽉月20⽇日(鎌倉プリンスホテル)  会⻑⾧長幹事会・指導者育成セミナ
ー
 　 　  21⽇日(七⾥里里ヶ浜⾼高校体育館/鎌倉プリンスホテル)  
11:30登録受付 　※全員登録してあります！
本会議：12:30~∼18:05  (七⾥里里ガ浜⾼高校体育館)  
懇親会：18:30~∼19:35
 　 　 　 　(鎌倉プリンスホテルバンケットホール)
ホスト：鎌倉ロータリークラブ
ガバナー：菅原  光志(みつゆき)⽒氏
実⾏行行委員⻑⾧長：⽯石渡  好⾏行行⽒氏(⼿手品が得意)

10⽉月23⽇日  休会

10⽉月30⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:  指導者育成委員会
卓話:  杉本榮次様地区職業奉仕委員会委員/秦野RC
「未定」

11⽉月6⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:  プログラム委員会
卓話:  押⽥田  洋⼆二様/⾜足柄史談会会⻑⾧長

「明治35年年⼩小⽥田原⼤大海〜～⾼高波の恐怖を伝える絵巻」

■ ■ ■ 今 後 の メ ー キ ャ ッ プ 情 報  　 ■ ■ ■  

-‐‑‒2012年年10⽉月-‐‑‒

‣10⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  家族親睦旅⾏行行  MU受付なし
‣11⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
「卓話：地区職業奉仕委員(予定)/職業奉仕⽉月間に関する卓話」

‣12⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
「卓話：⻄西⼭山  敦会員/御所神社宮司」

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
「被災地視察報告」

‣14⽇日(⽇日)  ⼩小⽥田原城北北RAC  9:30  ⼩小⽥田原駅JR改札⼝口  1000円
「商店街清掃(Clean  The  My  City  Odawara)」
14:00解散

‣15⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
「卓話:クラブ・フォーラム／⽶米⼭山奨学委員会」

‣16⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
「卓話：  勝俣  喜陽会員/マウントビュー箱根専務」

‣17⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  
「⽶米⼭山⽉月間卓話：王單冬(オウタントウ)様／出⾝身:中国｣

‣18⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30
「卓話：加藤憲⼀一⼩小⽥田原市⻑⾧長/これからの⼩小⽥田原について」

‣19⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
「卓話：⾼高杉尚男会員/㈱エス・シー・リビング社⻑⾧長｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
「  河野クラブ管理理運営委員⻑⾧長/演題：職業奉仕について」

‣22⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  報徳会館  12:30
「卓話:  ⿑齊藤洋⼦子様/特別養護⽼老老⼈人ホームたちばなの⾥里里施設⻑⾧長」

‣23⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30
「卓話：  鈴鈴⽊木茂男会員/㈱ホテル南⾵風荘社⻑⾧長」

‣24⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  休会
‣25⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  17:30

「卓話：ガバナー補佐公式訪問」

‣26⽇日(⾦金金)  湯河原  ニューウエルシティ湯河原  12:30
「卓話：⾼高知尾朝⾏行行会員/㈱京栄商事 　⻘青巒荘社⻑⾧長｣

 　 　 　 　  ⾜足柄  おんりーゆー  12:30  
「地区広報委員による卓話」

⾦金金⼭山 　慶昭  委員
ニコニコ箱 累計 目標

10月2日分 20,000 305,500 1,300,000

❖ ビジター
中⾕谷 　元⼠士様（⼩小⽥田原北北RC）

❖ 会員誕⽣生⽇日

剱持 　悟さん（10⽉月3⽇日）

Memo

❖ 結婚記念念⽇日

安藤 　克⼰己さん（10⽉月8⽇日）

中野 　明さん（10⽉月2⽇日）
⼤大⾕谷 　宏さん（10⽉月2⽇日

❖ 奥様誕⽣生⽇日
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「ロータアクトについて」
⼩小嶋  章司  会⻑⾧長

 　従来からの⽶米⼭山記念念奨学会の⽉月間は⽶米
⼭山梅吉⽒氏の命⽇日が4⽉月28⽇日であったこと
から4⽉月を⽶米⼭山⽉月間としていました。理理
由はわかりませんが昭和59年年頃10⽉月に
変更更されたようです。
 　この奨学会は東京RCの事業として発⾜足
したもので⽇日本のロータリーの⽣生みの親
といわれる⽶米⼭山⽒氏の業績を記念念してアジ
ア各国からの在⽇日留留学⽣生に奨学⾦金金を供与

する制度度として昭和42年年7⽉月1⽇日に創設されました。
 　その⽬目的及び事業は主としてアジアのロータリーの所存する国ま
たは地域から私費を持って来⽇日し、正規の学校または研究所に在籍
する留留学⽣生に対して奨学⾦金金わ⽀支給したり、必要と認めた経費を補助
しまた、世話クラブ及びカウンセラー制度度を設け各種の問題に対処
するものである。
 　⽶米⼭山⽒氏は個⼈人的に何⼈人もの苦学⽣生の⾯面倒をみられたそうです。
ある⽇日歌の師である佐々⽊木信綱⽒氏から（歌⼈人・国⽂文学者）「実は⾼高
校は出たが学費が続かないために、⼤大学に進めない学⽣生がいるので
すが、⾯面倒を⾒見見て頂けないでしょうか」と話をもちかけられて快く
３年年間の援助を引き受けられたそうです。その第１回分は、「決し
て先⽅方には⽶米⼭山という名前は告げないでほしい。ただ遠くから⾒見見守
っている者があると激励してわたしてやつて下さい。」といって渡
された。
 　⽶米⼭山⽒氏は渡⽶米す
ることになった時
には、留留守中の数
ヶ⽉月分を佐々⽊木
⽒氏に預け、また帰
国後には佐々⽊木⽒氏
に「今度度は学⽣生の
残り全部を預けて
おこう。それとい
うのも実は今度度の
帰国途中⼤大暴暴⾵風⾬雨で⼀一時船が沈沈没の⼼心配さえあって、その時、ふと
まだ⾒見見ぬ⼤大学⽣生のことを思い出したからだ。ここに残⾦金金を持参しま
した。よろしく」と⾔言って帰られたという。その学⽣生はその後⽴立立派
に学業を終え、旧制⾼高校教授になりさらに⼤大学教授までなったそう
です。
 　20才代の8年年間アメリカで学んだ⽶米⼭山⽒氏には「恩返し」という⾵風
習のないアメリカがしみこんでいたのでしょうか。福沢諭吉も「世
の中で⼀一番尊いことは、⼈人々の為に奉仕して、決して恩にきせない
ことである」と⾔言っています。ともあれ、⽶米⼭山⽒氏はこうした隠れた
ところで徳を⽰示された⼈人物です。また、⽶米⼭山⽒氏は「⾃自分はかって
2,3のクラブに対将来⽴立立派なロータリアンになり得る⼈人を推挙した
がいずれもまだ名の無い⼈人であるというので⼊入会が許されなかっ
た。次の時代を引き受ける若若い⼈人々を⼊入会させることがもっとも重
要である。」と⾔言っています。

❖ 出席報告

【⽋欠  席  者】 　5名
 　 　⻄西 　寛、志澤昌彦、⼩小林林和彦、⽯石橋 　徹、⼤大川  誠
【今回MU】 　  無し
【前回MU】  増加無し
【前々回MU】  増加無し 　 　

例例会報告：2012年年10⽉月2⽇日（晴れ）第1769回通常例例会

村瀬 雅實　委員

久保⽥田 　知⼦子 　幹事

1)菅原ガバナーより早々にお礼状をい
ただきました。回しますので、ぜひお
読みください。
2)5⼈人グループですが、まだ開催されて
いないグループは年年内に1回は開催して
頂きたいと思います。そして年年明けに1
回お願いします。

❖ 幹事報告

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率率率

10⽉月2⽇日 48(47) 41 0 87.23%

9⽉月25⽇日 48(45) 37 2 86.67%

9⽉月18⽇日 48(45) 40 1 91.11%

会場：  ⼩小⽥田原卸センター内会議室
時間：12:30〜～13:30

❖ 会⻑⾧長挨拶

❖ 卓話
「最近の⾦金金融・経済情報」

（株）浜銀総合研究所
調査部部⻑⾧長
北北⽥田 　英治様

 　今⽇日は最近の⾦金金融経済情勢ということ
で、そのマクロ経済あるいは⾦金金融マーケッ
トで話題の話をしたいと思います。今、⽇日
本経済あるいは⽇日本株式市場には世界でお
こっている３つの不不安が⾮非常に重荷となっ
ております。ヨーロッパでは債務の問題、
アメリカでは経済の回復復が鈍いという問
題、中国では景気が減速しているうえにこ
こにきての尖閣の問題という3つの問題があ
ります。まず、ヨーロッパですが今は⼩小康

状態です。しかしまだまだ安⼼心できる状態ではありません。むしろまだ
慎重に⾒見見ておかなければならない状態です。配布した資料料より最初に⾒見見
て頂くのは、問題があると⾔言われている国の⻑⾧長期⾦金金利利のグラフです。⻑⾧長
期⾦金金利利というのは不不安のバロメーターなのです。不不安感が強ければ強い
ほど⻑⾧長期⾦金金利利は上がっていきます。いわゆるその国の国債の⼈人気が下が
りますので⾦金金利利が上がっていくのです。ギリシャの⻑⾧長期⾦金金利利ですが、
20％位です。⼀一時期は40％位の所にいましたので半分位にはなっている
のですが、まだ依然と⾼高い⾦金金利利です。⾼高いという事はその国の国債に対
して不不信感が強いということです。ギリシャはデフォルト（債務不不履履
⾏行行）懸念念が依然として強いという事です。ギリシャとしてもこれまでと
同じようなペースでの財政⾚赤字の削減は出来ないので、どうにかペース
を緩めて欲しいという事を今交渉している所です。これまで2年年でやろう
と⾔言っていた財政⾚赤字の削減を4年年間にしてくれよというのがギリシャで
す。しかしマーケットはこのままギリシャがうまくいかないだろうとい
う事です。⼀一⽅方でヨーロッパの問題はギリシャと合わせてスペインの問
題があります。スペインも⾃自⼒力力での財政再建が困難になると市場が警戒
するラインを⼀一時乗ったのですが、最近では少し落落ち着いています。ま
だそんなに低いわけではないで
すが⼀一時の緊張感からすると少
し弱まっています。なぜ緊張感
が解けたかというとECBが南欧
国債の買い⼊入れで⼤大筋合意した
からです。ようは中央銀⾏行行がマ
ーケットから問題国の国債を買
い⼊入れるということを決めたと
いうことです。これがマーケッ
トでは評価され⾦金金利利が少し下がってきているということです。それの⼀一
番のポイントは購⼊入額に上限は設けず、流流通市場から無制限で買い取る
ということでした。ただし条件がありました。それは資⾦金金繰り難に陥っ
た国がＥＳＭ（欧州安定メカニズム）に⽀支援を要請することが条件でし
た。ようは、助けて下さいと宣⾔言することが条件だよということです。
助けて下さいと宣⾔言するとはどういう事かというと、EUに対してスペイ
ンはちゃんと財政⾚赤字の削減をやりますという約束をするということに
なります。約束をするということは守らなければペナルティーがある訳
で、財政再建を怠れば購⼊入停⽌止となります。こうなってくるとスペイン
が助けて下さいと⾔言えばECBは買ってくれるのですが、しかし簡単には
いかないのです。それは宣⾔言をしてしまうと政策の⾃自由度度を奪われてし
まうので、なかなかやりますとは⾔言えない、しかし早くやらないと問題
が拡⼤大するおそれありと、今は様⼦子⾒見見をしている状況です。こうした
中、ヨーロッパの景気は⾮非常に冷冷え込んでおります。ユーロ圏17か国の
経済成⻑⾧長率率率は昨年年の終わりからマイナス成⻑⾧長になっております。さらに
⾜足元では後退局⾯面が厳しくなっていると⾔言われております。ヨーロッパ
の景気の低迷は⻑⾧長引きそうです。アメリカの景気についてはヨーロッパ
に⽐比べればかなりしっかりしております。しかし物⾜足りないというのが

今のアメリカの経済成⻑⾧長だと思います。アメリカの景気というのは、⼈人
がお⾦金金を使ってどんどん良良くなるという個⼈人消費です。しかし⼈人々はお
⾦金金を使おうにも使えない所もあるのです。なぜかというと、アメリカの
雇⽤用情勢が改善はしているのだが緩やかだということです。お財布の中
⾝身が中々増えないので使いたくても使えない状況があります。そもそも
アメリカの景気はなぜ悪くなったのかというと、住宅宅バブルが発⽣生し、
それが弾けたというのが⼤大きな原因です。本来住宅宅ローンを組めない⼈人
も組めてしまった、しかし結局の所返せなくなって不不動産バブルが崩壊
したのです。問題だった住宅宅市場もここにきてようやく底⼊入れの兆しに
あります。そんな中で最近よく出てくるアメリカ経済に迫る「財政の
崖」というのがあります。それは、これまでアメリカ経済を⽀支えてきた
減税とか失業保険の給付の
延⻑⾧長が⼀一⻫斉に期限を迎えま
す。急に切切れるということ
は崖から落落ちるようだとい
うことで「財政の崖」と⾔言
われております。これはア
メリカの⼤大統領領選挙が影響
しております。今アメリカ
でも議会が⽇日本と同じよう
にねじれ状態です。ですか
ら、重要な法案が先に進まず、とりあえず⼤大統領領選挙が終わるまで延⻑⾧長
とし、年年末に期限が集中してしまっているのです。しかし、おそらくか
なりの部分が延⻑⾧長になり、財政の崖というのはそれほど懸念念されたもの
にはならないのかと思います。そんな中アメリカのFRBがQE3という⼤大
胆な景気刺刺激策、⾦金金融緩和を実施しました。何がすごいのかというと、
毎⽉月辺り400億ドル住宅宅ローン担保証券というものをマーケットから買
います。マーケットから担保証券を買うという事はお⾦金金をばらまくとい
うことで、そこに期限を設定せず、雇⽤用が改善するまで買うと⾔言ってお
ります。アメリカというのは効果があるかどうかわからないが、やって
みようという⽅方針がみてとれます。次に中国ですが、景気が急激に減速
しておりましたが、ここにきて景気刺刺激策を前⾯面に出しております。特
に公共投資をしました。さらに⾦金金融の⽅方もここにきて⾦金金利利を下げており
ます。ようは財政⾯面からも⾦金金融⾯面からも景気を浮揚するようにしており
ます。ですから10〜～12⽉月期には中国経済はまた持ち上がってくるでしょ
う。ただここで⼼心配なのは、最近の尖閣諸島の問題、⽇日中間の緊張で
す。中国景気が仮に持ち直してもその恩恵を⽇日本経済が受ける事が出来
ないのならば⽇日本の景気にとっては余りプラスにはなりません。中国は
巨⼤大な市場ですので、中国なしにグローバルな展開というのは考えられ
ないのですが、中国⼀一辺倒で良良いのかというのは前々から⾔言われている
訳で、今回の事件が⾒見見直しのきっかけになると思います。最後に⽇日本経
済ですが、⽇日本の景気は東⽇日本⼤大震災で⼀一度度落落ち込みました。その後盛
り返してきたのですが、最近はまた盛り返す⼒力力が弱くなってきておりま
す。今⽇日本経済を⽀支えているのは被災地の復復興事業が中⼼心です。⼀一⽅方で
頼みの輸出が弱くなっております。このまま輸出が落落ちていくとマイナ
ス成⻑⾧長になるかもしれません。最後に今後の動きですが、これまで⽇日本
の景気を⽀支えてきた復復興事業は年年内の景気を押し上げますが、先にいく
と弱くなってくるでしょう。また、個⼈人消費も弱くなっていくでしょ
う。頼みの輸出が頑張って欲しいのですが中々出てこない。となると、
この7〜～9⽉月、10〜～12⽉月辺りは⽇日本経済ゼロ成⻑⾧長、もしくは若若⼲干のマイ
ナス成⻑⾧長になってくる可能性があります。此処から脱するためには、や
はり輸出が頑張ってもらわないとだめなのです。それには中国経済が持
ち直してこないといけな
い、この持ち直しの⼒力力を
⽇日本経済がうまく受け取
れるかどうかということ
です。中国経済が⽇日本の
⽬目先の浮揚の鍵になって
くるのです。

•りんどう
•われもこう
•スプレーマム
•ソリダコ

われもこう（吾⽊木⾹香）の花⾔言
葉葉は「愛慕」「変化」

⾒見見た⽬目からはなかなか想像出
来ないが、バラ科の植物であ
る。
花穂は、遠⽬目で⾒見見ると、草の実のようだが、⼩小花が密集して
いる。
花びらはなく、萼が花びらのように⾒見見える。
俳諧では「秋の季語」とされている。
「吾⽊木⾹香さし出て花のつもりかな」 　by  ⼩小林林⼀一茶茶
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