
２０１０年５月第４週号 

第２２６８回 
平成２２年５月２８日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉     

＊ロータリーソング  『それでこそロータリー』 

＊四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

１．真実か どうか      ２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

＊お客様紹介 

 ・本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／ ㈱ちばぎん総合研究所 

                 取締役社長 額賀 信様 

 ・浦安ベイＲＣ／ 白水 幹久様  辻畑 憲男様 

 ・ＧＳＥチームメンバー ／ 多田 泰晴様 

                  (千葉銀行うすい支店) 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

◇先週21日の例会終了後、親交クラブ、東仁川ロータリ

ークラブの李東秀さんを、「海ほたる」経由で羽田空港ま

で、大勢の会員の皆さんで送って頂き、有難うございまし

た。早速、李さんから達筆な日本語での丁重なお礼状

が届きました。皆さんに宜しくお伝え下さいとのことです。

次期、日韓親善会議は来年の９月３、４日と決定されたと

いうことでした。 

◇地区ロータリー財団委員会のプログラム活動で、ウィス

コンシン州に派遣されていましたＧＳＥ団長の金親会員

の帰国のご挨拶と、チームメンバーとして派遣して頂い

ていた千葉銀行の多田さんにご挨拶を後ほどお願い致

します。 

◇蘇我駅前に掲示される「ちば国体」の広告について、

本日、五十嵐幹事に立ち会って頂きましたので、幹事報

告でお願い致します。 

◇残念なお知らせですが、Ｒ財団国際親善奨学生に選

考された当クラブ推薦の吉田千絵さんは、ご家庭の事情

により辞退されることになりました。 

私からの報告は以上で終わりまして、今日の臨時理

事・役員会の報告は来年度の委員会構成についてです

ので、榊原会長エレクトからご説明をお願いしたいと思

います。 

 

≪臨時・理事、役員会報告  榊原行夫会長ｴﾚｸﾄ≫ 

次年度の委員会講成について 

（四大奉仕にするかＣＬＰにするかについて） 

先だっての会長エレクト研修セミナーにおいては、織

田ガバナーが四大奉仕を中心にして運営したいことと、

パストガバナーにお話しを伺ったところ、ＣＬＰについて

は、もう少し研究する余地があるともお話しされておりま

した。しかし、それは各クラブ自由だということでしたが、

私の年度は、織田ガバナーの提唱通り、四大奉仕委員

会に戻って行いたいと思いますので、宜しくお願い致し

ます。尚、各委員長さんは、活動計画と方針をご提出下

さいますよう宜しくお願い致します。 

 

≪認証状伝達式のご案内≫ 

浦安ベイＲＣ、白水 幹久様、辻畑 憲男様 

この度、第２７９０地区では１０年振り、８４番目のクラブ

として、浦安ＲＣをスポンサーとして、浦安ベイロータリー

クラブが誕生します。 

日時⇒ 平成２２年６月２８日（月） 

    登録受付 14：00   式典 14：30～ 

    記念講演 16：00～  祝宴 17：30～ 

会場⇒ オリエンタルホテル東京ベイ 

お忙しいとは思いますが、是非ご参加いただければ幸

いです。今後ともご指導のほどよろしくお願い致します。 

 

≪ＧＳＥ帰還報告≫ 

ＧＳＥ団長  金親 博榮会員 

３０日ぶりに日本へ帰って参りました。チームナンバー

として素晴らしい青年の多田さんをご紹介下さった千葉

銀行さんへ御礼申し上げます。有難うございました。 

７月１６日に卓話の時間を頂戴しましたので、宜しくお

願い致します。 

チームメンバー  多田 泰晴さん 

一ケ月間の留学を終え、無事帰国することが出来まし

た。皆様、本当に有難うございました。今回体験したこと

を仕事でどのように生かして行こうか、今、ワクワクしてい

るところでございます。個人の経験として留めることなく、

これをどのように還元していくかという新しい自分への課

題を持って歩んで行ければと思っております。 

 

  ２００９-２０１０年度ＲＩテーマ 

  国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
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≪委員会報告≫ 

プログラム委員会より （瀨谷研一委員長） 

次週、６月４日にお願いしておりますのは、フェイススト

レッチング（顔の体操）ですので、手鏡をご持参下さいま

すよう宜しくお願い致します。 

 

≪幹事報告≫           五十嵐 博章幹事 

千葉南ロータリークラブとして、「ちば国体」への協力

事業で、蘇我駅東口へのポール看板の件で、本日１０時

より設置を致しました。来週中には除幕式となりますこと

をご報告致します。 

（６月１日（火） 蘇我駅にて） 

 

≪ニコニコボックス報告≫ 

 

☆浦安ベイＲＣ・白水 幹久様、辻畑 憲男様 

本日は、浦安ベイＲＣのチャーターナイトのご案内に

伺いました。 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

額賀様、多田様、白水様、辻畑様、ようこそいらっしゃ

いました。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。 

☆金親 博榮会員 

４月２５日～５月２４日迄の３０日間、ＧＳＥウィスコンシ

ン州との交流を無事終了し、帰国しました。６ケ所でのホ

ームステイ、地区大会での発表とも好評を得、メンバーも

全員元気に過ごすことが出来ました。有難うございまし

た。 

 

 

 

≪出席報告 (会員数４１名)≫ 

 

出席者数３４ 欠席者数 ７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ４  修正出席率 ７９．４９％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演  題…『当面の景気動向と経営課題』 

卓話者… ㈱ちばぎん総合研究所 

       取締役社長 額賀 信様 

 

日頃は、千葉銀行および

当社ちばぎん総合研究所が

大変お世話になりまして、有

難うございます。この場を借

りまして御礼申し上げます。 

経済の話をすると数字の

話になりまして、面白い話と

はならないのですが、ＥＵの

話を中心にお話をしたいと

思います。最初にＧＤＰ（国

内総生産）の伸びですが、２０１０年１－３月期について

は、実質ＧＤＰは前期に比べ１．２％で年率は４．９％に

なります。かなり高い数字であります。２００８年４－６月か

ら２００９年４－６月はマイナス成長でした。そこからプラス

に転じまして、１年間マイナス、１年間プラスということで、

なんとか景気の回復傾向は続いているということです。

実感は必ずしもそうではありませんが、数字から見ると景

気回復は明らかということです。これは外需が支えている

ということと、政策的な支援によりエコ製品などの需要が

伸びたということで、この２つが大きいわけです。名目Ｇ

ＤＰもプラス１．２％で、前年同期でもプラスになっており、

この点からも景気回復の足がかりができたといえます。

民間の住宅投資も一番遅れていましたが、１－３月でプ

ラスに転じました。下げ止まりということです。企業設備も

第２四半期連続プラスです。 

問題は今後ですが、最大の問題は世界経済です。世

界経済の動きが大きく日本に影響するようになりました。

ＥＵの国でＰＩＧＳ（ポルトガル、イタリア、アイルランド、ギ

リシャ、スペイン）とかＳＴＵＰＩＤ（スペイン、トルコ、ＵＳＡ、

ポルトガル、アイルランド（イタリア）、ドバイ）とかが財政

的に危ないといわれるようになりました。リーマンショック

は、銀行の経営危機で、民間の住宅ローンを貸し込ん

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 7,000 円 累計 729,314 円 

金の箱  490 円 累計 31,039 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 6/22・29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 6/15・29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 6/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 ― ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 6/24 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 6/24 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



でしまい、住宅バブルがはじけて回収不能になるんじゃ

ないかということが根っこにありました。今回のギリシャ危

機は何かというと、お金を返せないのは民間金融機関だ

けでなく、国もそうではないかということで、国債の償還

ができなくなるのではないか、ということが基本です。そし

て、その国債を買っている金融機関がさらに悪化するの

ではないか、ということで懸念が増大しているわけです。 

ギリシャは財政赤字を３％に押さえるという取り決めが

あったのですが、政権交代でそれが嘘であった、１０％

を超えていることがわかったと発表があったのです。ゴー

ルドマンサックスが、１兆円の調達をしていたことがわか

ったのです。その後、１０％が１２％とか発表のたびに数

値が多くなり、国債が売られてしまい価格が下落しました。

そして、財政赤字はギリシャだけではないということで、

その他の国々に懸念が広がっているわけです。こうなる

と銀行間の貸付なども勢いがなくなり、株式は下落して

ユーロも下がって来ます。また、財政緊縮策を各国やる

こととなっているが、本当にできるのか、という問題があり

ます。仮にやった場合、景気が悪くなりますので赤字削

減が遅れるのではないか、と不安が高まっています。 

また、構造的問題もあります。仮にギリシャがＥＵに加

盟していないとすると、金利が上がり通貨価値が下がると

いうことで、国内は緊縮して国外の輸出は増えるというこ

とになるのですが、ユーロ価値は下がってもギリシャの輸

出は増えないのです。ＥＵ諸国への輸出割合が大きい

からです。従って、政治的に調整するしかありません。す

なわち、基金を作って国内の緊縮財政を進めるというこ

とです。私はユーロの問題は制度的な問題なので、長引

くであろうと思っています。 

１９２９年１０月にアメリカの株式が暴落しまして、１９３１

年５月にオーストリアの銀行などが倒産し、それが世界

的大恐慌のきっかけとなりました。当時は、金本位制な

ので制度的な制約も大きく調整が難しいという面もありま

した。この構図は、最近の危機によく似ております。日本

は過度に懸念する必要はないと思いますが、制度的な

制約が大きい下で、政治的に問題を解決しようとすると

時間がかかりますから、問題の解決は簡単ではない、長

期戦なんだということを、頭の隅に入れて頂いて、お仕

事をされると良いと思います。 

ちょうど時間となりましたので、以上を持ちまして私の

話とさせて頂きます。 ご清聴ありがとうございました。 

  （文責 高橋 朗会員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李 東秀さんからのお礼の手紙 

 

千葉南ロータリークラブの皆様、こんにちは！ 

去る、５月２１日の例会へ参席の折りには、厚い御歓待と

御歓迎を賜り、誠に有難く感謝に耐えません。 

特に寺澤会長様はじめ大勢の会員様と一緒に「海ほた

る」で景色を見ながら愉快な一時！ 本当に良い思い出を

残して頂きました。はたまた、羽田空港までお見送りをいた

だき、感謝と恐縮の念で一杯でございます。 

昨日の我がクラブ例会に於いて、詳細な報告と上記のよ

うな事例を申しました。誠に厚く御礼申し上げます。 

 今後とも、両クラブの絆が尚一層深まりますようお願い申

し上げます。 感謝！  

      ２０１０年 ５月２６日 

                  東仁川ＲＣ 李 東秀 拝 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆ 

『友』インターネット速報    ２０１０年６月１日 No.４３０ 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆ 

 

ロータリアンのための会員増強資料 

世界で一番大きいクラブは、どこのクラブで何人くらい

しょうか？ 世界の全ロータリアンのうち女性が占める割

合は？ 女性ガバナーは世界で何人？ ロータリークラ

ブの例会が開かれるのは何曜日が多いでしょう？ 国別

の会員数、地域別クラブ平均規模など、会員に関する資

料がＲＩのウェブサイトでご覧になられます。 

 

http://www.rotary.org/ja/Members/GeneralInformat

ion/MembershipResources/Pages/ridefault.aspx 

 

あるいは、「会員」の「一般情報」からご覧になれます。 

ちなみに、世界で最も会員数が多いクラブは、アメリカ・

シアトルロータリークラブ。全ロータリアン数に占める女

性の割合は、１５．９４％（２００９年６月時点）、女性ガバナー

は５３４人中６９人（２００９-１０年度）、例会が最も多いのは

火曜日の２８％です。 

 

 

 

 

第２２６９回例会 

日  時⇒ 平成２２年６月４日(金)点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『コミュニケーションは笑顔から』 

卓話者⇒ ㈱三越 お得意様営業部 

        ブライダル担当課長 羽成 伸代様 

        (ﾌｪｲｽｽﾄﾚｯﾁﾝｸﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ＆ｶﾗﾘｽﾄ) 

第２２７０回例会 

日  時⇒ 平成２２年６月１１日(金)点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『アメリカを走る』 

卓話者⇒ 北原 俊彦会員 

 

http://www.rotary.org/ja/Members/GeneralInformation/MembershipResources/Pages/ridefault.aspx�
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