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河原忠徳さんの亀山八幡宮でも、節分の豆まき
の行事があります。今年は、当クラブから橋詰
文雄さんが年男として豆まきに参加される様で
す。是非、皆さん、橋詰さんの勇姿を見に行っ
てください（18:00開始です）。
　

【理事会報告】
１．ラホヤRC訪問について
　
２．第2740地区 地区大会について
　日　程：4月15日㈯　（2月28日登録）
　登録者：増本一也会長、松尾文隆幹事
　　　　　福田　金治、池田　真秀
　　　　　橘髙　克和、古賀　久貴
　　　　　坂元　　崇、田中丸善弥
　　　　　円田　　昭、加納洋二郎
　　　　　山田たか子
　
３．長寿祝賀会の収支報告について
　
４．組織図の変更について
　 親睦活動委員会 副委員長 髙瀨宏滋さん退会

の為、後任に廣瀬章博さん（案）
　
５．第2740地区 ロータリー財団委員会より
　 2017-18年度 ロータリー財団地区補助金
　クラブの参加資格認定覚書提出について
　
６．第2740地区  㟢永　剛ガバナーより
　① NPO法人国際ロータリー日本青少年交換委

員会が多地区合同奉仕活動であることを承
認する署名について

　②米山記念奨学委員長　大家和義さんより
　　 世話クラブ･カウンセラー依頼について（お

願い）
　
７． 国際ロータリー定款･佐世保ロータリークラ

ブ細則変更について
　
８．創立記念日例会 2月22日㈬について
　　会場／アイトワ

	 会長　増本　一也
　皆さんこんにちは。あっという
間に1月が終わり本日より2月で
す。本日の卓話は、高畑和憲さん
です。そして、皆さん、先週の長
寿祝賀会はありがとうございまし
た。武井先生の素晴らしいご挨
拶、本日配布しておりますクラブ会報に掲載して
おりますので、是非、皆さんご一読ください。
　遂に、高梨沙羅選手が、先日の日曜日、ワー
ルドカップ女子スキージャンプ、ルーマニアで
の第12戦で今季6度目の優勝を飾り、区切りの
50勝です。弱冠20歳の女の子が、一人で、日本
の国旗と共に「君が代」を50回も世界中の人に
聞かせてきた訳ですから、凄い事ですよね。日
本人の誇りです。世界ランキングも高梨ととも
に伊藤有希の日本人2人が現在1位･2位を独占
していますから、これも素晴らしい事です。2月
末から始まる世界選手権が楽しみです。
　ところで、今週の土曜日、2月4日は「立春」で
す。旧暦では、この「立春」は、冬から春に変わ
る春の訪れとされています。又、旧正月の時期
と同じ頃ですので、一年の始まりという意味を
もっていて、とても大切な日となりました。
　この「立春」の前日が「節分」ですが、もと
もと「節分」は、一年を、立春･立夏･立秋･立冬
と四季に分けた季節の分かれ目であり、本来
は、年4回ありました。現在は、「立春」の前日
だけ「節分」が行われています。冬の陰気を去
り、一陽来福の陽気を迎える鬼やらいの行事が
行われ、「福は内、鬼は外」の豆まきと共に、疫
鬼退散を祈る行事です。当クラブ会員の草津栄
良さんの黒髪山大智院では、先日の1月29日㈰
に、他に先駆けて、節分星まつりの行事が行わ
れました。そして、今週の金曜日、2月3日は、
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６．第2740地区ガバナーエレクト	 駒井　英基さん
　国際協議会参加 はがき
　 2017-18年度 国際ロータリーのテーマ「ロー

タリー：変化をもたらす」
　
7．佐世保北RC	 会長　藤井　良介さん
　 佐世保工業高等専門学校インターアクトクラブ

結成式のご案内
　　日時／平成29年2月25日㈯　13:30〜15:30
　　会場／ 佐世保工業高等専門学校 1F多目的教室

（沖新町）
　　案内／ IA関係者、IAC学校関係者、インタ

ーアクター
　
８．鹿島RC	 会長　住江　潤子さん
　　太良RC	 会長　竹下　泰信さん
　 平成29年2月1日より、2クラブ兼務の事務局

員交代について
　　新事務局員氏名：三原小百合

青少年奉仕委員会　委員長　古賀　　巖
インターアクト後期指導者研修会報告
　日　時／2017年1月28日㈯
　　　　　13:00〜16:00
　会　場／東彼杵町総合会館
　出席者／ RAC 仁田原会長
　　　　　牟田幹事、小田会計
　　　　　松永広報
　　　　　佐世保RC  古賀　　巖
 
　インターアクト活動が終わっても、親睦と奉仕
活動を終わらせることなく引き続き活動を続け
るために、未来の奉仕を考える。
 
　講話：第2740地区ローターアクト地区代表
　　　　山田晋太朗 君
　演題：「インターアクト〜ローターアクトへ」
　内容： インターアクターへローターアクト活動の

紹介。
　　　　 インターアクトがローターアクトより

先に出来た。
　　　　 せっかくインターアクトで学んだもの

を引き続き活かせるために、受け皿と
してローターアクトが作られた。

　　　　 地区内8つのRACが、それぞれ自分の
クラブの自己紹介を行い、高校卒業後
にRAC入会を勧めた。

　　　　 8つのRAC全般的に、会員の減少に苦
労していて、今期で休会するクラブが1
クラブあった。

　　　　  地区内RACは、地域イベントのボランテ
ィアをやっているクラブが多かった。

９．2月･3月 例会プログラムについて
　2月1日　指山康二 様
　　　　　　→ 新会員  高畑和憲さんに変更

（㈱商工組合中央金庫  佐世保支店長）
　3月例会プログラについては４面に掲載
　
10．第9回理事会の日程について
　　日時／3月1日㈬　11:00〜
　　会場／佐世保玉屋 玉昇庵
　
11．その他
　①推戴状（海上自衛隊）　佐藤　誠 総監
　②杉本団長 → 退任（昼会食）

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
　長崎RC　　　壹岐　　正さん
　長崎西RC　　西　　義光さん
　佐世保南RC　太田　博道さん

	 幹事　松尾　文隆
１．	2016-17年度国際ロータリー会長
	 	ジョンF.ジャームさん
　 ウェブサイトデザインが一新された（Rotary.

org）ご案内
　
２．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2017年2月のロータリーレートは
　1ドル＝116円です。（参考：1月＝116円）
　
３．第2740地区ガバナー	 㟢永　　剛さん
　① NPO法人国際ロータリー日本青少年交換委

員会が多地区合同奉仕活動であることを承
認する件

　② 2017-18年度地区補助金クラブの参加資格
認定覚書（MOU）について

　
４．第2740地区ガバナー	 㟢永　　剛さん
　　地区実行委員長	 里　　隆光さん
　2016〜2017年度　地区大会のご案内
　　4月14日㈮　18:30〜
　　　RI会長代理歓迎晩餐会：ホテルニュー長崎
　　4月15日㈯　12:00〜
　　　 開会･点鐘、本会議、記念講演：長崎ブリ

ックホール
　　　18:30〜　記念懇親会：ホテルニュー長崎
　　　会員登録料 10,000円　懇親会費 7,000円
　
５．地区米山記念奨学委員長	 大家　和義さん
　世話クラブ･カウンセラー依頼について（お願い）

委員会報告

幹 事 報 告

例 会 記 録
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　 　講話の後、４班に分かれてグループディス
カッションが行われた。1〜3班は、IAC学生
とRACメンバー、4班が顧問教諭。ディスカッ
ションテーマは「未来の奉仕」、サブテーマが
「インターアクト〜ローターアクトへ」。

	 親睦活動委員会　前田　恭宏
長崎RC　　壹岐　　正さん
長崎西RC　西　　義光さん

（お二方様には多めに頂いております。）
　本日はお世話になります。

佐世保南RC　太田　博道さん
　今年初めてお邪魔します。遅ればせながら、
今年もよろしくお願いします。

山下　尚登さん
　誕生祝いありがとうございました。

梅村　良輔さん
　永年会員表彰ありがとうございました。

クラブ会報･広報委員会	委員長	平尾　幸一さん
　先週の長寿祝賀会で、武井洋一パストガバナー
の賀寿者代表挨拶に感銘し、週報への掲載をお願
い申し上げましたところ、快諾していただき、原
稿をいただきました。そして、増本一也会長にお
かれましても、改めて原稿を作成していただきま
した。お二方に心より感謝申しあげます。

増本　一也会長、円田　浩司副会長
松尾　文隆幹事、大久保利博副幹事
木下　貴夫さん、安福　竜介さん
草津　栄良さん、廣瀬　章博さん
坂本　　敏さん、米倉洋一郎さん
有薗　良太さん、加納洋二郎さん
平尾　幸一さん、木村　公康さん
川口　博樹さん、古賀　　巖さん
池田　真秀さん、坂元　　崇さん
納所　佳民さん、西田　勝彦さん
長島　　正さん、山縣　義道さん
前田　恭宏さん、山口　剛史さん
大神　邦明さん、梅村　良輔さん
下田　弥吉さん、長浜　陽介さん

石井　正剛さん、福田　金治さん
石田　謙二さん、中村　徳裕さん
橘髙　克和さん、田中丸善弥さん
橋詰　文雄さん
　新会員 高畑和憲さんの卓話に期待してニコニ
コします。

『米国での生活実感と為替相場』

　会員　高畑　和憲
　（㈱商工組合中央金庫 佐世保支店長）

　連日、米国のトランプ大統領が
ニュースをにぎわせております。
私も4年ほど前になりますが、3年ほどアメリカ
に駐在しておりました。実際に向こうで生活して
みて、あまりニュースには出てこない話などを交
えながらお話しさせていただきたいと思います。
　まずは、米国における商工中金の業務。ニュー
ヨークに支店があり、ニューヨークから西海岸を
含めアメリカ全土、そしてカナダとメキシコのお
客様に対し、ニューヨーク支店から融資をすると
いう業務を中心に展開しております。親会社が日
本国内で商工中金と取引をしている企業の子会社
現地法人との取引になります。取引先を訪問する
ときは飛行機で行きますので、西海岸だと６時間
くらい乗っております。かっぷくの良いお客さん
もおりますので、国内線に乗るときはアイルサイ
ド（通路側）のシートがお勧めです。
　支店は5番街のミッドタウン、52と53ストリ
ートの間のビルの14階に入っております。１階
にユニクロのあるビルです。トランプタワーは
北に4ブロックほど離れた斜め向かいにありま
す。デモの際はニューヨーク市警が警備をして
おり、一日当たり100万ドルの経費がかかって
いるそうで、NY市はワシントンに請求する、と
言っているそうですがはたして払ってくれるの
でしょうか？
　職員数は日本から赴任している職員が支店長
以下8名、現地採用のいわゆるローカル職員が7
名、計15名態勢です。現地採用職員は、現地で
アメリカ人と結婚された日本人女性が多く、英
語も日本語もバッチリです。メールを英語で作
ってもらうこともしばしばです。そういう職場
ですので、正直、英語は上手になりません。
　次は為替の話。福岡にあるあのラーメン店

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 　43,000 円

 累　　計 713,000 円

◇

卓　　話
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米国の貿易赤字が減ることなので、これはドル
高要因であったりします。
　結局、為替相場というのは、今後どちらに向
かうのかよくわかりません、というのが正しい
答えだと思います。
　為替相場はその時その時で、為替を動かして
いる理由、何にスポットがあたっているか、と
いう事象が変わってしまうからです。今後、ど
んな理屈によって為替が動くのか、というのは
本当に予測がつきません。昨日までは金利差を
理由に動いていたのに、今日はトランプ大統領
の発言内容だったりします。ただ、今の為替相
場が、何を背景にして動いているのか、それは
理解しておく必要があるでしょう。
 以上

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

（今週の担当：松本　淳也）
（カメラ担当：山口　剛史）

「一蘭」が昨年の10月、NYに出店しました。連
日のように行列だそうです。ラーメン１杯、い
くらかご存知でしょうか。18.9ドルで、円に換
算すると2,100円を超えます。ラーメン一杯
2,000円以上もするのに、行列までできるという
のは不思議です。
　日本はバブル崩壊以降、物価がほとんど上が
らなくなりましたが、アメリカは緩やかですが
ずっとインフレが続いていました。私が駐在し
ていた当時も、毎年のように定期代が値上げさ
れていました。ちなみに、ワイシャツのクリー
ニング代、2ドルでしたが最近、2.25ドルに値上
げされたそうです。率にして12.5％アップで
す。NYの地下鉄は2.75ドルですが、この4月か
ら3ドルになるそうです。これは9％のアップで
す。インフレは着実に続いています。また、う
ちのNY支店の現地採用職員給与も、毎年2％前
後ベースアップしています。
　日本円が20年以上もインフレにならない中、
米ドルは毎年インフレでした。一方のドルはイ
ンフレなのに、一方のインフレではない円と、
20年以上も前とほとんど変わらない為替レート
というのはおかしくないでしょうか。本来はも
っと円高になってしかるべきと感じます。ニュ
ーヨークで食事をしたりすると、実感では１ド
ル60円、せいぜい70円くらいで計算すると納得
のいく水準であり、生活実感としての米ドルは
その程度の価値しかないのが実態だと思いま
す。たとえば、今のニューヨークのホテル、安
いホテルでも一部屋一泊300ドルはします。今
のレートでは3万円以上ですが、これも60円く
らいで考えれば18,000円、ふつうはツインです
から、１人9,000円で、まあまあです。
　しかし、生活実感からいう為替相場がこうだ
からと言って、いずれ円高になるはず、という
つもりはありません。実際の為替相場となると
そうはいきません。
　今は、どちらかというと金利差に注目されてド
ル円相場が動いております。金利の高い通貨と低
い通貨があれば、高い通貨に投資します。する
と、金利の高い通貨の需要が強くなるので、金利
の高いドルが高くなる、という理屈です。したが
って、当面はドル高円安とみる向きが多いのです
が、為替の要因は金利だけではありません。
　トランプ大統領が何か変なことを言い始めた
りすると、リスクオフとか言って、安全通貨と
みなされている円に資金が集まり、円高に動き
ます。一方でトランプ大統領のいう保護主義は

＊2〜3月  例会卓話者予定＊ 

２月15日  新会員　古賀　淳二さん
 十八銀行　執行役佐世保支店長

２月22日  円田　　昭パスト会長
 第66回創立記念例会卓話

３月1日 江崎　康弘 様
 長崎県立大学経営学部国際経営学科教授･博士

３月8日 松尾　英紀 様
 長崎県北振興局 局長

３月15日 調整中

３月22日 大我なぎさ様
 資生堂ジャパン㈱九州支社 長崎支店

３月29日 調整中

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／2月21日㈫　17:00〜 （予定）
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／2月9日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。


