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2019～2020年度 テーマ ROTARY CONNECTS THE WORLD　̶ ロータリーは世界をつなぐ ̶
2019～2020年度 R.I.会長 マーク・ダニエル・マローニー （米国アラバマ州　Decatur RC）

会　長：木村　公康　　　幹　事：有薗　良太
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R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

　セミナーに関する詳しい報告は福田金吾
会員にお願いいたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「我等の生業」

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．地区公共イメージ委員長	 久保　泰正	さん
　マイロータリー及びロータリークラブ・
セントラルセミナーお礼

2．佐世保南RC・平戸RC
　「クラブ現況と活動計画書　前年度活動実
績報告書」が届いております。

委員会報告

■クラブ会報・広報委員会	 福田　金吾
　マイロータリー及びロータリークラブ・
セントラルセミナーご報告
　12日㈮、木村会長、事務局
員山田さんと福田の3人で諫
早のL&Lホテルセンリュウで
行われました「マイロータリ
ー及びロータリークラブ・セ
ントラルセミナー」へ参加してまいりまし
た。
　2740地区ではマイロータリー登録率向上
に向け熱心に委員会が活動されており、国
内34地区内でも上位の登録率で健闘されて

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　皆様、こんにちは。去る7月15日（海の
日）に鹿子前で行われました、ビーチクリ
ーンアップには17名の会員の方々、そして、
安福副幹事のお嬢さんにもご参加いただき、
ありがとうございました。
　なお、有薗良太幹事、円田　昭理事は、
宇久島でビーチクリーンアップを行われた
と報告がありました。
　ゴミはあまりありませんでしたが、陸上
自衛隊他、いろいろな団体の方々が行事に
参加されており、「海をきれいにしよう」と
いう趣旨は伝わったと思います。大変暑い
中をお疲れ様でした。
　北部九州の方は3連休は日曜日・月曜日は
天気も良く、海、山と賑わったと聞いてお
ります。しかし、東北や関東地方では1日の
日照時間が3時間にも満たない日が半月も続
いているそうです。
　長野県や群馬県など、夏野菜の生産地も
被害を受けているらしく、価格の高騰も心
配されます。職業柄、大変関係がございま
すので、早期の梅雨明けと順調な野菜、果
物の生育を祈っています。
　さて、7月12日㈮、諫早にて、マイロータ
リー、ロータリークラブ・セントラルセミ
ナーが開催されました。
　マイロータリーは、会員がそれぞれ登録
しますので、別に問題はないと思いますが、
ロータリークラブ・セントラルは自分のク
ラブの目標設定が多くあり、昨年度のアン
ケート調査と同様、なかなか大変です。
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だくよう、お願いいたします。

■青少年奉仕委員会	 委員長　大神　吉史
　去る7月13日㈯12：00〜13：
30の日程で、インターアクト
主催にて、佐世保市交通遺児
支援募金活動をローターアク
トと合同で行いました。金崎
会長はじめインターアクト13
名、三原会長はじめローターアクト3名な
らびにインターアクト顧問の林田先生、佐
世保ロータリークラブより富永雅弘さん、	
安部雅隆さん、私（大神吉史）の総勢20名
での実施となりました。
　1時間半の活動ですし大雨でしたので	
2万円くらいの募金予想でしたが、最終的な
結果は57,676円となりました。なお、募金
を届けるため、こども未来政策課へ本日7月
17日㈬伺います。

ロータリー３分間情報

ロータリー情報・文献記録委員会
	 委員長　増本　一也
　今年度、ロータリー情報・
文献記録委員会 委員長の増本
です。副委員長には、石井	
正剛さん、委員として田中丸
善保さん、中川知之さんの計
4名の布陣で活動していきま
す。この委員会は、このロータリー3分間情
報（年6回）と新会員研修会（2019年11月
13日予定）、新会員のオリエンテーションを
担当します。それに今年度は、RIの規定審
議会で決定した手続き要覧の変更点を受け
て、クラブ定款・細則を改正しなければな
らず、内容盛りだくさんの委員会となって
おります。
　先月6月2日㈰、ドイツ・ハンブルクで開
催されました「第110回ロータリー国際大会」
について、お話させていただきます。

いるようです。マイロータリーはロータリ
ー活動に必要な情報等を入手できる便利な
Webシステムなのですが、登録にはご本人
の一定の操作を必要とするなど、任意的な
部分が多く、当クラブにおいても、登録率
が2割弱という状況となっています。登録が
目的ではないのですが、一度卓話の時間を
利用してガイダンスを実施してはどうかと
木村会長からご提案をいただきました。本
件、プログラム委員会とも協議しつつ、進
めていければと思っておりますので、実施
の際は皆様ご協力をお願いいたします。

■社会奉仕委員会	 副委員長　古賀　久貴
　7月15日（月・祝）に行われま
した、ビーチクリーンアップに
17名のご参加をいただきまして
ありがとうございました。
　日頃から清掃が行き届いて
いることもあり、拾うごみは
ほとんどなく綺麗な状態で滞りなく終了い
たしました。重大な事業が一つ終わりほっ
としました。また、来年6月にもう一つの事
業がありますので、皆様のご参加をよろし
くお願いいたします。

■公共イメージ委員会	 委員長　松尾　　貴
　先週に引き続き、週報に関
して皆さんにご報告とご理解
をお願いいたします。
　週報の卓話については、原
稿をいただいて、掲載してい
ますが、原稿がない場合は、
委員が録音を聞いて原稿を起こしています。
　委員の負担軽減を図るため、原稿がない
場合は、題名及び項目等についてのみ、掲
載することにいたしますので、卓話者にご
依頼の際は、なるべく原稿を準備していた
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　ハンブルクの町は、人口22万の都市です。
特に道路沿いには、木々が多く、メルヘン
チックな建物と一体感をなし、それは大変
美しいものでした。
　この国際大会への参加者は、確かな数字
は分かりませんが、約3万人、日本からも
3,000人程の登録があったようです。
　ところで、この国際大会にガバナーが何
故行くのかと言いますと、本来は各クラブ
の会長が出席するようになっていますが、
その欠席するクラブ会長の代わりに、地区
内のクラブの信任状をあずかり、それを信
任状委員会に提出するためです。提出する
と、クラブの数だけ投票権を得ます。
　この投票権をもって、次期RI会長を始め、
役員等が正式に決まります。
　その他に、RI会長（Barry	Rassin氏）の
話や様々なイベントがあります。今回開催
されたハンブルクのメッセは、会場が狭い
ので、午前と午後の2回に分けて開催されま
した。詳細につきましては、「福田ガバナー
のガバナー月信13号」に掲載されます。
　また、この国際大会は、毎年開催されま
すが、今年度は、ハワイのホノルルで2020
年6月6日㈯〜10日㈬予定、その翌年は、台
北（台湾）です。

慶　　　　祝
	出席・例会委員会　副委員長　椎山　　昇
○永年会員表彰
　岡　　英樹	さん（41年）

○出席100％表彰
　山下　尚登	さん（22回）
　溝口　尚則	さん（14回）
　松尾　文隆	さん（14回）
　吉澤　俊介	さん（ 8回）
　草津　栄良	さん（ 3回）
　萩原多恵士	さん（ 2回）
　一瀬　伸彦	さん（ 1回）

ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　米倉洋一郎
木村　公康	会長、有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事、廣瀬　章博	さん
草津　栄良	さん、岸川　善紀	さん
浦　　義浩	さん、坂元　　崇	さん
佐々木秀也	さん、坂根　　毅	さん
古賀　　巖	さん、納所　佳民	さん
筒井　和彦	さん、松尾　慶一	さん
大久保利博	さん、北野　慎司	さん
円田　浩司	さん、増本　一也	さん
大神　吉史	さん、小村　英司	さん
谷川　辰巳	さん、西田　勝彦	さん
福田　金吾	さん、米倉洋一郎	さん
　新会員 陣内純英さんの卓話に期待して、
ニコニコいたします。

岡　　英樹	さん、溝口　尚則	さん
松尾　文隆	さん、草津　栄良	さん
萩原多恵士	さん
　永年会員並びに出席100％表彰をいただき
まして、ありがとうございます。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 　29,000 円
	 累　　計	 110,000 円

卓　　　　話

『金融政策について』
会員　陣内　純英	さん

（西海みずき信用組合　理事長）
　アベノミクスにより2013
年3月黒田日銀総裁が誕生し、
金融政策は大きく変わった。
その前の総裁が白川さんなの
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クラブ会報委員会

（今週の担当：福田　金吾）
（カメラ担当：西田　勝彦）

委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司

＊2019年7月例会卓話者予定＊	
31日　R.M.S音楽院㈱ 代表取締役 伊藤　康博	様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／8月27日㈫　時間未定
会場／未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／7月24日㈬　18：30〜
会場／焼肉例会「食通」
　　　佐世保市広田4-1-10

＊	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。

で、白から黒への大転換などと言われる。
また、黒田総裁の金融政策は、自称「異次
元緩和」である。白川時代の金融緩和があ
まり有効でなかったとの判断から、異次元
のものすごい金融緩和を行うという趣旨だ。
これが威力を発揮したことと、米国はじめ
海外経済が好調だったことから、円安、株高、
企業収益の改善、雇用拡大というよい循環
が生まれた。しかし、当初2年で達成するは
ずだった消費者物価2％上昇という目標達成
は果たせず、マイナス金利に打って出ても、
まったく効果がないばかりか、金融機関の
収益悪化が経済全般の不安につながるなど
の副作用をもたらした。今後もし景気悪化
に陥ったとしても残された政策手段は乏し
く、また、マイナス金利という異常な世界
から正常な世界に戻る出口はどこにも見つ
からず、金融政策は完全に手詰まり、機能
不全に至っている。

　異次元緩和が従来と異なる主な点を、簡
単に説明すると、次のとおり。
◦	物価上昇率目標を2％と高めに置いたこ
と。庶民的な感覚では物価上昇率はゼロ
が一番だと思うが、デフレ経済から脱却
するには物価が2％ぐらい上がった方がよ
いということだったのだろう。米国等の
まねをしたのかもしれない。また、物価
上昇で税収を増やし財政赤字を縮小した
いという狙いがあるのかもしれない。
◦	日銀のバランスシートを思い切り膨らま
すこと。具体的には、金融機関から国債
を大量に買い入れ、買い入れ代金を当座
預金に置いたままにしておくこと。これ
は、ベースマネー（日銀の負債である発
行銀行券と当座預金の残高など）を拡大
すると、世の中に流通するお金の量が増
え、インフレにつながるという理論に沿
ったものと思う。しかし、実際は、ベー
スマネーだけ膨大に増えたが、世の中の
お金の量はさほど増えておらず、インフ
レも生じていない。
◦	長期の国債を買い入れ、長期金利自体を
コントロール対象にすること。従来は、
日銀は短期金利をコントロールするのみ

で、長期金利の動きは市場に任せていた。
◦	マイナス金利にしたこと。もちろん従来
の常識では、金利はゼロ以上。
◦	株式を大量に購入すること。
◦	日本銀行自体の財務の健全性にまったく
無頓着なこと。膨大な資産に比べ自己資
本は僅少。しかも、国債の金利が上昇す
る局面が訪れたときは、日銀の保有する
大量の国債が損を抱えることになり、日
銀が債務超過に陥りかねない。

　伝統的な経済政策（金融政策を含む）の
目標は、物価の安定（インフレを起こさな
いこと）と雇用の維持。雇用情勢は良いと
いう状態を通り越し、むしろ大変な人手不
足が起きている。賃金はあまり上がらない
かもしれないが、物価も安定しているので
平均的には暮らしは悪くない。企業倒産も
少ない。要するに経済政策の目標は達成さ
れている。こんなときにマイナス金利とい
うのはまさに異常である。ここから金融政
策を正常化させることは難しいが、とにか
くまずは、物価上昇目標2％の看板を下ろす
ことからはじめるべきだろう。


