
２０１５年３月１８日　第２１９０回例会　VOL. ４６　No. ３４

■司　　会　副 SAA　 二宮麻理子

■開会点鐘　会　 長　増田嘉一郎

■斉　　唱　手に手つないで　　　
　　　ＳＬ　秋内　　繁

■出席報告

■本日の欠席者　　　　　
松本

■他クラブ出席者　　　　　
新川（地区）

■ゲスト　　　　　
北田　英治様（浜銀総研調査部部長）

■皆出席者表彰
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「ロータリーに輝きを」

2014-15年度 RI会長／ゲイリーC.K.ホアン　　RI.D2590ガバナー／大野  清一　　横浜旭RC会長／増田嘉一郎

Light  Up  Rotary  

横浜旭ロータリークラブ

■会長報告
１）本日皆様の袋の中に、「バナーの由来」と

記載された文書を入れておきました。かつて

は、バナーを入れたビニール袋の中に、一緒

に入れていたものです。私は、今もバナーと

一緒に渡されているものと思っていましたが、

最近渡していないのに気づき、事務局の佐藤

さんに聞いたところ、見たことないと言われ、

古いファイルを探してみました。平成５年の

ところに綴じられておりましたので、今から

22 年前に作成されたものです。英文は、先日

亡くなられた黒瀬一敏さんが作成しており、

結構悩まれていたという記憶です。黒瀬さん

が亡くなった直後に再び日の目を見るという

ことで、因縁めいたものを感じます。創立者

達は、当クラブが、「日の出の勢いで、すくす

く大きく育って欲しい」と願って、バナーの

デザインを考案されたのです。

２）３月 21 日は、春分の日です。春分は、

二十四節気の４番目で、昼と夜の長さがほぼ

等しくなる日で、国民の祝日として、春分の

日が定められています。秋分の日と同様に、

実際の春分の日の日は、国立天文台が作成す

る暦年表に基づいて、前年の２月に閣議で決

定されます。祝日法では、自然をたたえ、生

物をいつくしむことを制定の趣旨としていま

す。春分の日には、太陽は真東から昇って真

本日の出席数       27 名会  員  数 　 　 　 34 名

本日の出席率　96.42％ 修正出席率    　  100％
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西に沈みます。赤道上にいると、太陽は正午

に天頂を通過し、北極点か南極点にいると、

太陽は地平線と重なるように動き、昇ること

も沈むこともないのです。

３）また財政問題の話です。現在迄事務所移

転先は見つかっておりません。私は、今年度

内に結論を出すつもりです。若干余裕をみて

逆算しますと、４月１日の理事役員会で移転

先事務所を決めるか、会費値上げを決めるか

しないと、６月末の年度内に処理することが

できません。そこで、移転先についての情報

がある方は、３月 25 日の例会の日までに、お

知らせ下さい。もし情報の提供がないときは、

４月から会費値上げのための手続に入ります。

　情報集会であるグループからは、ここ数年

クラブ財政に問題があることが指摘されてい

ながら、何の対策も取っていないではないか

とのご意見もありました。今年度は実行する

つもりでおります。移転先事務所、机１個と

本棚２個、それに複合機１台が置ける場所で

構いません。二俣川駅から自転車で５分位の

ところで、低額で使えるところがありました

なら、来週３月 25 日迄にお知らせ下さい。

　また、来週の体験例会のゲストも１人も申

込みがありません。当クラブが日の出の勢い

を盛り返すために、ご協力をお願いするもの

であります。

■幹事報告　　　　　　　　　　　　

１）例会変更のおしらせ

○横浜港北ロータリークラブ

日時　４月２日㈭移動夜間例会　

　　　点鐘 18 時 30 分　観桜会

場所　グランドプリンスホテル高輪

　　　貴賓室１F孔雀の間

　　　港区高輪 3-13-1　℡ 03-3447-1111

日時　４月９日㈭→８日㈬

　　　　創立 35 周年記念移動夜間例会

日時　４月 30 日㈭休会　　

○横浜緑ロータリークラブ　

日時　４月１日㈬夜間移動例会　

　　　点鐘 18 時 30 分　観桜会

場所　なごみ邸　横浜市緑区中山町 21-2

日時　４月 15 日㈬→ 17 日㈮

　　　７クラブ合同夜間例会

　　　点鐘 18 時 15 分

場所　新横浜国際ホテル南館２F

日時　４月 29 日㈬休会

日時　５月 ６日㈬休会

○横浜南ロータリークラブ

日時　３月 28 日㈯　点鐘 12 時

　　　第６，７，８IM 開催のため

■新会員研修会（懇談会）報告　　　　　　

　　　　　　　　　情報委員長　関口　友宏

日時　３月 11 日㈬ 18 時 30 分～

場所　謝朋殿

出席義務者　在籍３年未満の会員

出席者（会員敬称略）　　

増田 漆原 五十嵐 市川 松本 北沢

鈴木 二宮（麻）

○テーマ「ロータリーの魅力について」

　研修会 ( 懇談会 ) の目的は、新会員の皆さ

んが、日頃、ロータリーをどう思い、ロータリー

に何を期待しているのか、忌憚無くお話し頂

くことです。

　それはクラブ運営の参考にすべきであり、

また、お互いのロータリー観を知り合うこと

が、ロータリーの理解を、深めることになる

と思ったからです。

　ロータリーの魅力についは、全員が自己研

鑽の場として評価しているものの、時間や経

済的負担が大きいのと、決められた当番制が

必ずしも守られておらず、不公平感を持たれ

ている方もいました。

　今後、クラブを維持していくには、若い会

員の増強が不可欠であり、若い人が入会し易

い環境作りが、迫られています。

○ロータリー要覧の改訂版を配布します。

■雑誌委員会　                    　  　  杉山　雅彦

ロータリーの友３月号の紹介

○横組み

１）RI 指定記事

P3. サンパウロで友情を築きましょう

RI 会長黄其光（Gray.c.k.huang）国際大会は

世界中のロータリアンが一同に会することの

できる１年に１度の機会です。今年度の地区

大会は６月にブラジルで開催されます。「ロー

タリーの国際大会のハイライトの一つは、〝ホ

スピタリーナイト〟で、ここでは地元のロー

タリアンと知り合うことができます。」「ロー

タリーでは奉仕に親睦はつきものです。皆さ
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んが今年度の活動に焦点を当てているのと同

様に、国際的な友情の大切さを見失わないよ

うにすること、www.riconvention.org でサン

パウロ国際大会の登録を忘れないようお願い

いたいと思います。」と黄会長は呼びかけてい

ます。

２）特集　世界ローターアクト週間

P14-18 

ロータリー家族の絆を深めるローターアクター

　3/9～ 15日は世界ローターアクト週間です。

ローターアクトクラブは地元や海外での奉仕

活動に関心がある 18 ～ 30 歳の青年男女のた

めのクラブです。現在世界には 7,000 を超え

るクラブがあり、17 万人のローターアクター

が活躍しています。今月はローターアクター

たちの様々な活動を紹介しています。

３）心は共に、東日本大震災

P19-22

　2011 年３月 11 日。あの日から４年になり

ますが、復興はまだ途上。いつになったら元

の生活に戻れるのか、そんな思いをいだきな

がら、また、亡くなった人の面影を追いながら、

生活をしている人は少なくありません。ロー

タリアンは、そんな被災者の方々の役に立て

ればと、４年たった今も支援を続けています。

被災者の心に寄り添いながら…。

○縦組み

１）わがまち…そしてロータリー

P9-12　

オー、100 年たったかタカラヅカ

夢の街を支える人たち

　ロータリアン個人に焦点を当てた「この人、

この仕事」に代わる 2013 年 10 月号からスター

トした今年度の新連載です。「わがまち」を通

じてロータリーと地域のかかわりを紹介しま

す。今回は兵庫県宝塚市です。

２）ロータリー俳壇 歌壇 柳壇

P20-21　吉原会員の川柳が掲載されています。

「タクト見て　歌詞見て　ソングロータリー」

　拍手…

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

増田嘉一郎／①皆出席のお祝いをいただきま

した。ありがとうございました。これからも

頑張ります。②北田様、卓話楽しみにしてい

ます。

漆原恵利子／北田様、ご多忙のところ本日は

ありがとうございます。卓話よろしくお願い

いたします。

安藤　達雄／北田英治様、本日はお忙しい中

卓話にお越し頂き有難うございます。楽しみ

にしております。

杉山　雅彦／本日、卓話者として浜銀総研の

北田部長をお連れしました。アベノミクス３

年目、今後の経済、金融情勢を整理します。

ご参考にして頂ければと思います。

吉原　則光／北田様、ご多用のところ卓話い

ただき有り難うございます。大変役に立つ内

容で楽しみに期待しております。

北澤　正浩／北田様、ようこそいらっしゃい

ました。卓話よろしくお願い致します。前回

の例会で余ったお弁当を持ち帰らさせていた

だきました。弁当代を少しだけニコニコで還

元します。

安藤　公一／北田様、卓話よろしくお願い致

します。

桜田　裕子／急に暖かくなりました。桜の開

花が待ち遠しいです。お花見しましょう！

青木　邦弘／北田様、卓話よろしくお願いし

ます。2 ～ 3 年前はオーストラリアドルが値

上がりするだろうとの話でした。これからは

どこの国が狙い目ですか ?

二宮麻理子／北田様、本日の卓話よろしくお

願い致します。

市川　慎二／北田様、本日の卓話宜しくお願

い致します。②鈴木さん、タカナシさんの製

品のご協力ありがとうございました。

■卓話「最近の金融・経済情勢」   
○卓話者紹介　　　　　　　　　 杉山　雅彦

北田　英治氏プロフィール

S61 年 3 月　慶応義塾大学商学部卒業

S61 年 4 月　横浜銀行入行 渋谷支店配属

h ３年 3 月　社団法人日本経済研究センター                                       

　　        出向

h３年 8月　証券アナリスト取得

h６年 2月　浜銀総合研究所へ出向

h18 年 7 月　同社調査部部長主任研究員

　主にマクロ経済・金融マーケットの分析を

担当。浜銀総研「はまぎん金融・経済レポー

ト」の作成などに携わる。神奈川県統計報告

調査審議会委員。日本経済研究センターの「ESP
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フォーキャスト調査」のレギュラー回答者を

務め 2004 年と 2007 年度の優秀フォーキャス

ターに選ばれる。FM 横浜「Morning Steps」

の経済コーナーに「ハマのマネーコンシェル

ジュ」として毎週レギュラー出演中です。

「最近の金融・経済情勢」

　　　  浜銀総合研究所調査部長　北田 英治

○ 2015 年の世界経済について

　2015 年の主要国の経済に関しては、2014 年

に引き続き米国経済が安定的に成長し、世界

経済をけん引していくことが見込まれる。米

国経済の 2014 年の実質経済成長率（以下、成

長率）は +2.4％となり、2015 年は +3.0％の

成長を予測している。順調な景気回復を受け

て、FRB（米連邦準備理事会）は年内の利上げ

を模索している。

　ユーロ圏経済に関しては、2014 年の成長率

が +0.9％となり、2015 年は +1.0％と予測。

回復基調にはあるが、その回復の勢いは弱い。

その結果デフレ懸念が広がっており、デフレ

を回避するために EcB（欧州中央銀行）は量

的金融緩和策を導入した。ギリシャ問題など

もあり、2015 年も不透明な情勢が続く見通し。

　中国経済に関しては減速基調が続くと見込

まれる。2014 年の成長率が +7.4％となり、中

国政府は 2015 年の成長率目標を７％前後に引

き下げた。2015 年の成長率は７％に近づいて

いくでしょう。ただ、足元の景気減速は意図

的な減速という側面もある。現政権の習近平

体制は高成長のひずみを正し、安定成長を目

指している。従って、不動産バブルの行方は

懸念材料ではあるが、中国経済が大きく崩れ

ることはないだろう。

　日本経済については、2014 年度はマイナス

成長に転じるものの、2015 年度は +1.5％の明

確なプラス成長に戻ると予測している。日銀

による更なる金融緩和については様子見ムー

ドであるが、日米の金融政策の方向性の違い

から、当面、対ドル円レートは円安・ドル高

基調で推移するとみている。

○原油価格について

昨年の秋以降、原油価格は大幅に下落してい

る。WTI（原油先物価格）をみると、去年の夏

場まで 100 ドル / バレル近辺で推移していた

が、年明け後には 40 ドル / バレル辺りまで下

落した。

　原油価格下落の背景には世界的な需給バラ

ンスの悪化がある。需要面では、中国経済の

減速を背景に原油需要が伸び悩んでいるこ

とが大きい。供給面での最大の要因は米国

のシェール革命による供給量の増加である。

OPEc（石油輸出国機構）も減産を行わず生産

量を維持しており、我慢比べの状態が続いて

いる。

　しかし、生産コストの高いシェールオイル

の方が状況は厳しい。足元では、米国におけ

る石油採掘設備の稼働数は昨年秋ごろに比べ

2/3 程度まで減少している。産出量自体はま

だ減っていないが、近い将来減産という形に

なり、原油価格も均衡点に落ち着くと考えら

れる。原油価格の均衡点については現時点で

の判断は難しいが、今よりもやや上値を探る

形で決定するのでないかと考えている。

○日本経済について

　2014 年 10 ～ 12 月期の成長率は３四半期ぶ

りのプラス成長となった。景気を押し上げた

要因としては個人消費と輸出が上向きに転じ
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たことが挙げられる。消費増税以降、2014 年

４～６月期、７～９月期と２四半期連続のマ

イナス成長になったことを受けて、景気の後

退局面入りも懸念されていたが、今回のプラ

ス成長で景気の後退局面入りは回避されたの

ではないかと考えている。

　昨年の秋以降、輸出や生産に持ち直しの動

きがみられる。まず、輸出に関しては、為替レー

トが円安の割に輸出が伸びない状況が続いて

いたが、足元ではようやく上向き始めた。ま

た生産面に関しても、鉱工業生産指数が 2014

年９月以降は上昇基調となっており、こちら

も持ち直す展開となっている。輸出が増えて

くると生産も増えやすくなる。

　続いて、個人消費の動向に関わる雇用・所

得情勢については、決して強くはないが着実

に改善している。

　2015 年１月の名目賃金は前年比＋ 1.3％と

11 ヶ月連続で上昇した。所定内給与が増えて

いることや 2015 年の春闘も前年と同様に２％

程度の賃上げが見込まれることなどから、今

後も緩やかな雇用・所得情勢の改善が続くだ

ろう。

　「企業業績の改善→賃金の上昇→個人消費の

増加→企業業績の改善」という好循環が今後

期待される。

　また、先程説明した原油価格の下落を受け

てガソリン価格が下落していることも家計に

とってはプラス材料である。神奈川県内のガ

ソリン価格（レギュラー）は１リットル当た

り平均 130 円台に下がっている。

　浜銀総研では、原油価格が 60 ドル / バレル

の場合、同価格が 100 ドル / バレルの場合と

比べて実質 GDP が +0.4％押し上げられると試

算しており、原油価格の低下は日本経済にお

いてプラスに寄与するだろう。

　以上のことなどを踏まえて、浜銀総研では

2015 年度の成長率を +1.5％と予測している。

2014 年度は消費増税の影響でマイナス成長と

なるが、2015 年度は明確なプラス成長に復帰

しよう。

■次週の卓話
　4/1 ㈬　石塚美和様
　　　（一般社団法人日本生活問題研究所専門研究員）

　                   　　　　  週報担当　吉原　則光
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平 成 2 7 年 度 ２ 月 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

％

％

％

％ ％

18日 25日

97.43

秋　内　　繁

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　　正

川　瀬　恵津子

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

増　田　嘉一郎

松　本　英　二

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

太　田　勝　典
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％
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太　田　幸　治

斎　藤　善　孝

桜　田　裕　子

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

杉　山　雅　彦

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

内　田　　　敏

漆　原　恵利子

矢　田　昭　一

吉　野　寧　訓

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

松　本　良　彦
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