
（1）

未満のメンバーを対象にした勉強会が開催さ
れるようであります。
　次に、本日例会終了後、13:40より新会員オ
リエンテーションを行います。対象者は4名であ
ります。担当者の方は宜しくお願い致します。
　以上、挨拶と報告と致します。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　日本銀行長崎支店	 支店長　加藤　　毅

たけし

	様

	 幹事　円田　浩司さん

１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2012年8月のロータリーレート
　　１ドル=80円（現行80円）です。

２．2012-2013年度ガバナー	 福元　裕二さん
　�2014-2015年度ガバナー就任　ガバナー・ノ
ミニー宣言
　　	期限内に推薦の申し出がありませんでし
たので、指名委員会で選出された候補者
です。

　　所属クラブ：諫早北RC
　　氏名：宮崎　清彰さん

３．第2740地区	地区幹事	 　古賀　久志さん
　　地区編集長	 江口　太資さん
　ガバナー月信��誤載について

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。
　いよいよ、梅雨も明けまし
て、本格的な夏が到来した様で
あります。会員の皆様方におか
れましては、体調と健康管理に
充分注意され、夏バテなどされません様に、
この夏を乗り越えて頂きたいと思います。
　夏バテ防止にはうなぎと言われますが、土
用の丑の日は1000年も前から、夏バテ防止の
ためにうなぎを食べる習慣がありました。暑
いときにうなぎを食べるというのは、生活の
知恵として定着してきたのでしょう。今年は7
月27日㈮が土用の丑の日にあたります。美味
しいうなぎを食べてこの夏を乗り越えてくだ
さい。しかし、今年はうなぎが高騰していて
残念であります。
　さて、佐世保実業高等学校が8年ぶりに4度
目の甲子園出場を決めてくれました。本当に
久しぶりの地元からの出場となり、大変楽し
みであります。田中信孝会員おめでとうござ
います。募金集めで大変でしょうが頑張って
頂きたいと思います。

報告事項であります。
　7月18日㈬に市内8クラブ会長・幹事会が
18:30よりホテルオークラJRハウステンボスで
開催されました。今年度のIM（インターシティ
ー・ミーティング）に関しての協議がありまし
た。本格的なセミナー方式はとらず、入会5年
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　思い起こせば、2年ほど前（平成22年5月12
日）に、円田三郎さんと田中丸善保さんの推薦
を得て、この伝統と格式ある佐世保RCに入会
させていただきました。以来、出席例会委員
会や親睦活動委員会、クラブ会報委員会など
に所属し、ロータリーソング「奉仕の理想」の
実現のため、微力ながら全力投球して参りま
した。この間、先輩ロータリアンの皆さんに
は、公私にわたり大変お世話になりました。
この場をお借りして厚く熱くお礼を申しあげ
ます。
　佐世保には単身赴任で来たことから、皆さ
んから何かとお気づかいいただき、ロータリ
ー活動はもとより仕事以外の分野でも、アフ
ターファイブや休日などいろいろとお誘いをい
ただきました。この点につきましては、ほぼ
100%に近い出席率を上げることができたので
はないかなと自負しております。
　来週月曜日が赴任期限で、大阪（船場支店）の
取引先である河野樹脂工業株式会社に出向とな
ります。関西・大阪にお越しの際は、是非ご一
報いただければ、最優先で対応いたします。個
人的には、10年間続いておりました単身赴任
生活にピリオドを打つ（幸か不幸かわかりませ
んが）、人生の大きな転機でもあります。
　ロータリー3分間情報でもお話しましたが、
商工中金現役の役職員で、ロータリアンは佐
世保支店長と代表取締役社長	関		哲夫の二人
だけであります。佐世保RCの会員であったこ
とに誇りを持ち、今後も、常に奉仕の精神を
忘れず生きていくことを、あらためてここに
お誓い申しあげて、お礼の挨拶とさせていた
だきます。
　2年間、本当にお世話になりました。ありが
とうございました。

	 親睦活動委員会　大久保利博さん
○結婚記念月のお祝い
　溝口　尚則・圭子さん	ご夫妻（29日）

　　	1号20ページのガバナー公式訪問およびク
ラブ協議会日程表の、クラブグルーピン
グを誤って表示（添付参照）

４．第2740地区新世代統括委員長
	 増㟢幸一郎さん
�「�新世代部門合同研修セミナー」開催につい
て（ご出席のお願い）

　　日時／2012年8月18日㈯
　　　　　12:30	受付開始　13:00	開会
　　　　　16:30	閉会
　　会場／西九州大学神園キャンパスにて
　　　　　（佐賀市神園3-18-15）
　　出席者／	クラブ本年度新世代部門担当理事

（担当委員長）、新世代部門地区
委員会

５．第2740地区職業奉仕委員長
	 駒井　英基さん
�「�職業奉仕部門セミナー」開催についてご案内
　　日時／2012年9月8日㈯
　　　　　受付開始	13:30
　　　　　セミナー	14:00〜17:00
　　会場／マリトピア3階「大和の間」にて
　　　　　（佐賀市新栄東3丁目7-8）
　　出席者／	クラブ職業奉仕担当理事（委員

長）、クラブ入会3年未満会員

６．大村RC
　週報が届いております。

７．佐世保学園長	 桑田　　裕さん
		「	第62回社会を明るくする運動意見発表会」
参加へのお礼状が届いております。

８．つくも苑	施設長、ひまわり会長
　納涼大会のご案内
　　日時／平成24年7月28日㈯　18:30〜20:30
　　場所／つくも苑	グラウンドにて

	 大野　高広さん
　職業奉仕委員会所属の大野で
す。このたびの商工中金の人事
異動に伴い、佐世保RCを退会す
ることとなりました。

慶　　　祝

退 会 挨 拶
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	 親睦活動委員会　中川　知之さん

長島　　正会長、円田　浩司幹事
松本　由昭さん、飯田　満治さん
福田　金治さん
　加藤	毅日銀長崎支店長の卓話に期待してニ
コニコします。

長島　　正会長、円田　　昭さん
立石　徳雄さん、古賀　　巖さん
梅村　良輔さん、中村　徳裕さん
　8年ぶり4度目の佐世保実業高校の甲子園出
場を祝して！

飯田　満治さん、木村　公康さん
有薗　良太さん
　朝、新聞を読んでいたら、ロータリーの例
会日に合わせたように、見覚えのある顔写真
が目にとまりました。円田浩司さんでした。
何も手配写真ではありません。経済面のトー
ク記事でした。社は創業70周年とのこと。経
営者として、また、ロータリー幹事として一
層のご活躍を。

円田　浩司	幹事
　本日の長崎新聞に、才木さんのご好意によ
り、無料で紙面を汚させていただきました。
何も例会の日に載せていただかなくてもと思
いながら、例会場でたくさんの方々にお声が
けいただき、購読率の高さに驚きつつ、ニコ
ニコいたします。

溝口　尚則さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

指揮　井手　孝邦さん

　「故
ふる

	郷
さと

」合唱

『内外経済と長崎経済』

　日本銀行 長崎支店
　　支店長　加藤　　毅	様

　まず、IMFという国際機関に
よる世界経済の見通しです。世
界経済は、2008年秋のリーマン・ショックによ
る金融危機で大きく落ち込んだ結果、09年の成
長率がマイナス0.6％となりました。翌年は「谷
深ければ山高し」の言葉通り5.3％の高い成長で
したが、昨年春以降、欧州債務問題などから世
界経済の成長ペースは再び鈍化し、11年の成長
率は3.9％となりました。今年に入ってからも、
世界経済の減速した状態は続いており、12年の
成長率は3.5％とさらに鈍化する見通しです。た
だし、この3.5％という数字、2000年代半ば、世
界経済が「ややバブル的に高い成長」をしてい
た時期の成長率が4〜4.5％でしたので、それほ
ど悪いという数字ではありません。
　ただ、欧州債務問題だけは頭の痛い問題で
す。問題が落ち着くまでには時間がかかり、
この間は、国際的な金融市場	─為替や株式市
場─	が混乱しがちと申しあげざるを得ないの
は残念なところです。
　一方、米国は、今は緩やかな回復をみせてい
ますが、はっきりした回復は当面見込みにくい
とみています。新興国では、中国・インドなど
が成長ペースを鈍化させています。ただ、新興
国は、住宅や鉄道建設などの社会インフラへの
需要なども強い若い国であることもあって、先
行き再び成長テンポを高めていくと予想してい
ます。
　次に、日本経済の動向です。まず、海外経済
の減速が「輸出」と「円高」の２つのルートを
通じて、日本経済の頭を押さえています。ただ
一方で、個人消費・設備投資・住宅などのいわ
ゆる内需がこのところやや強めであり、復興需
要も加わって、この２つが日本経済が落ち込ま
ないよう下支えしてくれています。
　日本銀行は、先々週、2013年度までの経済・
物価の見通しを公表しました。12〜13年度の
景気は、「国内需要が引き続き堅調に推移し、
海外経済が減速した状態から脱していくにつれ
て、緩やかな回復経路に復していく」とみてい
ます。

ニコニコボックス

歌の時間

ニコニコボックス	 本日合計	　16,000 円

	 累　　計	 131,000 円

◇

卓　　話



（4）

（今週の担当　髙瀬　宏滋）
（カメラ担当　坂本　　敏）

　さて日本の物価は、既に昨年の半ば以降、
継続的に下落する状況ではなく、むしろ僅か
に上昇してきています。一部のエコノミスト
は物価上昇率が高くなればなるほど、景気は
どんどん良くなるという都市伝説を広めてい
ますが、1980年代後半から90年代前半のバブ
ル期でさえ、消費者物価の上昇率は３％以下
であることは、皆様にも知っておいていただ
きたいと思います。
　日本経済には構造的な課題があります。政
治不信のほか、財政赤字、消費税・年金問題な
ど、様々な問題がありますが、その１つに日本
経済の成長率低下と人口減少があります。
　日本の成長率は、1960年代の高度成長期、
10％を超えていました。70〜80年代は、年平
均で4〜5％台という安定した成長を実現しま
した。しかし、その後80年代後半のバブル崩
壊後、90年代は1％台半ば、2000年代は1％を
下回る低成長が続いています。
　90年代の停滞は、バブル崩壊とその後の金
融システム不安が原因でした。一方、2000年
代半ば以降は、働く人が減少し、さらに先行
き人口減少が一段と進むことが予想されまし
た。こうした活力の低下が、日本経済の抱え
る大きな問題の１つです。活力を高めるため
の「成長戦略」や「新しい産業の構築」をし
っかり進めていくことが何よりも大事です。
　こうしたなか、長崎県は生産が増加して、
消費・観光・住宅投資なども悪くないことか
ら、私は、県内経済について、「昨年半ば以
降、ごく緩やかではあるものの持ち直しの動
きが続いている」と判断しています。しかし
「好調」と判断しているわけではありません。
リーマン・ショックや欧州債務問題、震災等
の影響で県内経済も落ち込みました。そうし
た落ち込みの後、現在は、方向として緩やか
に持ち直している、悪化方向に向かっている
わけではない、状況だとみています。実際、
経済活動の水準自体は、引き続き厳しい水準
にありますし、人口減少・流出という大きな
課題を抱えていることも認識しています。ま
た、欧州債務問題や円高、電力問題と、先行

きの不確実性が極めて大きいのは、県内経済
も日本経済と同様です。
　こうした構造的な問題を抱えつつも、短期
的には、悪くない方向に進んでいます。新幹
線の着工認可やクルーズ船寄港の大幅増加を
はじめ、当県には様々なフォローの風も吹い
ています。今こそ、長崎県経済の活性化に向
けた取り組みを加速させる時期だとも思いま
す。一言だけポイントを申しあげれば、企業
の皆様が事業をしやすい街、インバウンドを
増やし外貨を獲得しやすい街、そうした視点
から長崎においても魅力ある「まちづくり」
を進めていくことが大事だと考えています。
　佐世保でも様々な取り組みをされていま
す。ただ、大事なことは、提言を出すだけで
はなく、その実現に向けて、地域の皆様一
人ひとりが動くこと、動くための仕掛け・仕
組みを作ることだと思います。私も微力なが
ら、佐世保の皆様の取り組みに協力させてい
ただければと考えていることをお伝えして、
本日の話を終わらせていただきます。

（文責・才木）

＊8月例会 予定＊

8月1日	 第5グループ
	 鴨川　潔ガバナー補佐訪問
	 クラブ協議会

8月8日	 第2740地区
	 福元　裕二ガバナー公式訪問

8月15日	 指定休会日

8月22日	 卓話　アサヒビール㈱長崎支社
	 　　　支社長　山添　勝吉	様

8月29日	 卓話　㈱ティ・プロジェクト
	 　　　佐世保RC会員　大久保利博さん

クラブ会報委員会 委 員 長　才木　邦夫　　 委　員　黒木　政純 ・ 圡井　弘志
副委員長　髙瀬　宏滋　　 　　　　坂本　　敏 ・ 見藤　史朗


