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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2631 回例会 平成 26 年 11 月 7 日（金） 

◇ 月初めのお願い 

・出席奨励・退会防止委員会  小川 賢 会員 

先月の出席率は７９．３９％です。ガバナー月信に出席率が掲載されておりますが、最近

の出席率としては少々低いような気がします。１０月、１１月は移動例会が多く、それも

原因かと思われます。その時は、他クラブへメーキャップに行くとか、ビューホテルフロ

ントまで来ていただき出欠表にハンコを押しにくるとか、その時々でご協力よろしくお願

いします。 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）   吉田 稔 会員 

本来、月初め例会はくじ引きでの席決めなのですが、準備が間に合いませんでした。来月

からは滞りなく行いたいと思いますので、よろしくお願いします。また、年末に向け忙し

くなってきますが、楽しい例会になるよう努めていきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ お客様 

明治安田生命保険相互会社チーフエコノミスト 小玉 祐一 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ     萩原 康宏 様 

多古ロータリークラブ      飯田 武之 様、鎌形 憲一 様 

米山記念奨学生    ムンクバトさん 

 

 

 

 

 

 

◇ 結婚祝い 

小宮山四郎会員、神崎誠会員 

堀口路加会員、甲田直弘会員、高橋正会員 

【先月分】 

日暮俊久会員 

◇ 誕生日 

矢島紀昭会員、平野省二会員、池内富男会員 

岸田照泰会員、角田憲司会員、角田幸弘会員 

【先月分】 

日暮俊久会員、深堀伸之会員 
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◇ ニコニコボックス 

佐藤 英雄 会員：成田ロータリークラブの多くの方の母校である

成田高校の陸上競技場入り口右側に、優勝者、入賞者などの記念碑が

あります。16 年程前に作られたそうですが、それ以前の方の名前が

ありませんでした。私どもへ仕事を依頼していただき、12 月の半ば

くらいにはリフォームした新しい記念碑が完成いたしますので、お近

くにいらした時には、是非みなさんご覧になってください。また、RLI

の資格を 11月 2日に講習を受け、無事に終了いたしました。 

 

諸岡 靖彦 会員：11 月 2 日、地区 RLI・DL 養成講座が無事に終了

して、当クラブで佐瀬和年、佐藤英雄両会員が地区のＤＬ資格を得ら

れました。また、11 月 6 日千葉テレビ 21 時 55 分の「ビジネス・ス

タイル」という番組に出演しました。 

 

 

喜久川 登 会員：私の乗る予定だったヴァージン社の「スペース

シップ 2」の宇宙船が墜落しました。2 機あったのですが、これから

1年半かけて残った１機をチェックするそうです。それを知った友人

から、遠くはアメリカから励ましのメールをたくさん頂きました。今、

日本はロシアのソユーズロケット搭乗料金として一人約 7,070 万ド

ル支払っています。スペースシップが成功すれば 25 万ドルです。時

代は着々と次の世代に向かっているという事を報告しながらニコニコさせていただきます。 

 

音花 昭二 会員、松村 里美 会員：私どもが所属します生命保

険協会からのご案内でございます。ご高承の通り、この 11 月は生命

保険月となってございます。これは昭和 22 年連合国総司令部マッカ

ーサー最高司令官から「11 月を生命保険の月と定め、国民の福祉、

生活の安定・向上を目指して奨励運動を展開してはどうか」との提案

を受け、生命保険協会としてこれを受け入れ今日に至っており、今年

で第 68 回目を迎えます。因みに、11 月 11 日は介護の日、11 月 30 日は年金の日となって

ございますので、大変忙しくなります師走前に、大事な保障の見直しも含めご検討頂くこ

とをお勧めいたします。尚、千葉県下では、22 の保険会社、総勢 9,500 名の職員がその普

及に努めておりますので、応援賜れれば幸いです。何よりも、皆様とご家族、従業員の方々

のご健康をお祈り申し上げニココニさせて頂きます。 

 

神﨑 誠 幹事：多古ロータリークラブの飯田さんと中学校の同級生です。来訪され大変

嬉しくニコニコいたします。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは、本日は成田コスモポリタンロータリー

クラブから萩原様、多古ロータリークラブから飯田様、鎌形

様、米山奨学生のムンク・バト君、明治安田生命保険チーフ

エコノミスト小玉様がお見えです。小玉様には後ほど卓話を

頂きますのでよろしくお願いします。 

今日は二十四節気の一つ「立冬」です。クールビズが終わ

ったと思ったらもう冬の支度です。橘ドクターの「医療情報」
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も始まりました、今年はエボラ出血熱疑いの判断の視点からもインフルエンザ予防注射を

と云われています。 

さて、７月にスタートした今年度も５ヶ月目となりました、祭りを見よう会に始まりガ

バナー公式訪問、ＩＭ、親睦旅行などを皆さんのご協力で無事消化して来ました。残され

た７ヶ月の大きなイベントは忘年例会と地区大会ぐらいとなっています。ゆとりをもった

形で「クラブ・メンテナンス」をする時間が出てきました。今月は 10 グループでのホーム

ミーティングを開催して貰います。テーマは「クラブ・メンテナンス」を念頭に成田ロー

タリークラブの方向性について、またロータリーについて幅広く語り合ってください。 

 

◇ 奨学金の授与 

10 月 19 日、20 日、奨学生、奨学委員会、カウンセラーのみなさん

と米山梅吉記念館を訪問する旅行に行ってまいりました。2 日間楽

しく過ごしました。この場を借りて皆様にお礼を申し上げます、あ

りがとうございました。 

 

◇ 委員会報告 

・雑誌・広報・ホームページ  矢島 紀昭 リーダー 

ロータリーの友 11月号からの記事紹介です。62ページ友愛の広場に

当クラブの平山秀樹会員の記事が紹介されております。先週の週報

で平山会員が少し触れていらっしゃいましたが、非常に難しい言葉

が並んでおります。ぜひ次回平山会員が出席された折にわかりやす

く解説していただきたいと思います。 

 

・クラブ研修委員会   遠藤 英一 委員長 

11月 14日（金）クラブ研修セミナー及び新会員歓迎会です。場所は

米屋観光センターとなります。 

【クラブ研修セミナー】16時 30分 受付開始、17時 開始 

【新会員歓迎会】   18時 30分 点鐘 

飛び入りでも結構ですので沢山の会員の方に出席をお願いしたいと

思います。 

 

◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・富里ＲＣ １１月例会変更 

      週報 8/5～10/28分 

・成田市国際交流協会  NEWS LETTER １１月号 

・伊勢中央ＲＣ 週報 10/24  

訪問（喜久川氏ご夫妻、高橋晋氏ご夫妻、元会員鈴木徳英ご夫妻） 

 

◇ 卓話 

～～正念場を迎えたアベノミクス、 
        景気回復は持続可能か～～～～～ 

 

明治安田生命保険相互会社チーフエコノミスト 

小玉 祐一 様 

ただいまご紹介に預かりました小玉です。本日は伝統あります成
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田ロータリークラブにお招きいただきまして大変光栄に感じております。会社ではエコノ

ミストという仕事をしておりまして、本日は経済の話をしていきたいと思います。 

 

「バズーカ第 2段」の効果は持続するのか 

10月 31日に発表された追加緩和策の概要 

 従来 変更後 変更内容 

マネタリーベース 年間約 60～70兆円拡大 年間約 80 兆円拡大 約 10～20兆円の増加 

長期国債の保有残高 年間約 50兆円拡大 年間約 80 兆円拡大 約 30兆円の増加 

長期国債の平均残存期間 7年程度 7～10年程度 最長 3年程度延長 

ＥＴＦの保有残高 年間約 1兆円の増加 年間約 3兆円の増加 3倍増 

Ｊ－ＲＥＩＴの保有残高 年間約 300億円の増加 年間 900億円の増加 3倍増 

＜評価と今後の課題＞ 

・市場にとってはポジティブサプライズだが、市場とのコミュニケーションの円滑化より

も、市場を「出し抜く」方を選ぶ黒田総裁のやり方は、今後に禍根を残した 

・国債市場の現状を考えれば、まとまった規模で追加緩和ができるのはおそらくこれが最

後 

・ゼロ金利下でのマネタリーベースの拡大がどのようなルートでインフレ期待の押し上げ

に繋がるのかはいまだに不明確 

・現実の物価やインフレ期待の推移をみる限り、今度は効くとの見通しも立てがたい。日

銀はいずれ物価目標の達成期限の延長、あるいは目標自体の変更に追い込まれるのではな

いか。 

 

株式相場は追加緩和を評価。債券市場は安楽死？ 

10月の世界的な株式相場の調整は予想外の展開。米欧で冴えない経済指標が重なったのは

確かだが、株の暴落が必要とされるような内容ではなかった。ファンダメンタルズ要因に

基づくと言うよりも、主要先進国の「超」金融緩和に支えられた「プチバブル」的状況が

弾けた結果。逆に、日銀の追加緩和は好感し過ぎの感。特に米株は、これまで流動性相場

で引っ張り過ぎたがために、来年にかけては、たとえ景気が堅調でも、株価の上値は重い

展開が続く可能性 

 

今後はどう動くか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①金利低下（低位で推移）、株価上昇（堅調） 
景気：緩慢な景気回復 
物価：低位安定 
金融政策：追加緩和が意識される展開 
外部環境：世界景気は緩慢な回復。地域格差が

目立つ展開 
 
※超金融緩和長期化観測と、景気回復期待が共
存する形。「流動性相場」の継続 

②金利上昇、株価上昇 
景気：堅調な回復 
物価：インフレ目標達成が現実味 
金融政策：「出口戦略」の時期を探る展開 
外部環境：世界景気堅調回復。米国、英国でも

利上げが近づく 

③金利上昇、株価下落 
景気：堅調な回復 
物価：インフレ目標早期達成 
金融政策：「出口戦略」の前倒し 
外部環境：米国、英国でも利上げ時期が大幅前

倒し。流動性相場の終了 
 
※物価の動きが景気に先行するとこうなりやす
い。日本の財政不安が台頭する場合もこの形と
なる 
 

④金利低下、物価下落 
景気：後退局面へ 
物価：デフレ懸念 
金融政策：追加金融緩和実施も効果なし 
外部環境：世界的な景気悪化 
 
※世界景気の悪化要因としては、地政学的リス
ク、ユーロ圏のデフレ、英国景気ピークアウト、
米住宅市場悪化、中国の不良債権問題等が考え
られる 
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さらなる円安は問題が大きい 

・110 円超える円安は、日本経済にとっておそらくプラス要素よりもマイナス要素の方が

大きい 

・すでに貿易赤字が定着しており、以前よりも円安の悪影響を受けやすくなっている 

・アベノミクスの恩恵が地方に及んでいないと言われる中、地方の中小企業の倒産が増加

すれば、一気に景気への悪影響が目立つようになる 

・臨時国会を「地方創生国会」と位置付けている安倍政権にとっても、これ以上の円安は

居心地のいいものではないはず 

・足元の景気減速の最大の要因は、個人消費の鈍化だが、実質所得減に悩む家計にとって、

円安による物価上昇は余計家計を圧迫することになる 

・円安が進んだ分、輸出が着実に増えれば、総需要は拡大するが、円高のピーク時から 30

円/ドル以上円安が進んでも、輸出数量が前年比でゼロ％前後の推移となってきたことを考

えれば、さらに 10 円/ドル円安が進んだからと言って、突然輸出が伸び始めるとは考えに

くい 

 

ＧＰＩＦに期待が集まるが 

ＧＰＩＦ（年金積立金管理独立行政法人）は、基本ポートの改定を発表。130 兆円弱の運

用資産を有する世界最大級の年金基金であり、株価のウェートを１％上げれば理論上は 1

兆円以上の買い余力が生じる計算になることから、世界中の投資家が注目していた。 

 

消費増税後の景気は政府の想定以上に減速 

・年明け以降の日本経済は、「景気後退局面」に入っていた可能性が濃厚 

・もっとも大きな要因は、実質所得の低下。4-6 月期の個人消費の内訳を見ると、駆け込

み需要の規模が小さかった非耐久財消費やサービス消費も悪化 

・消費増税直後は、個人消費の落ち込みは想定内との声が多かったが、「慣性効果」が働い

ていただけの可能性も。足元では、貯蓄の減少に気付いた消費者が、改めて財布のひもを

締め直しつつある段階 

・夏季賞与は伸びているが、7 月以降の個人消費は予想以上に不振。要因としては、天候

要因のほか、「資産効果」の剥落が考えられる。結局、量的・質的緩和の景気への波及ルー

トは、「期待への働きかけ」を通じた資産価格チャネルしかなかったということ。様々な家

計負担の増加も消費者マインドを冷やしている可能性 

・安倍首相による二度目の消費増税の判断が注目されるが、社会保障制度改革や財政再建

が喫緊の課題となるなか、先送りという選択肢は考えにくい。3 党合意を覆せば、自分一

人で将来的な財政リスクの責任を負うことになる 

・増税先送りは、政権の財政再建に向けた医師や能力が疑われることで、海外投資家を中

心とした株売りに繋がる可能性が高い。株価がアベノミクスの生命線であることを考えれ

ば、最終的には増税を決断するとみるが、情勢はなお流動的 

 

2014-2015年度日本経済見通し要約 

①2015年度までの日本の景気回復ペースは、政府・日銀の予想を下回る鈍いものにとどま

るとみている。大幅に落ち込んだ 4-6 月期の反動で、7-9 月期の成長率は高めの伸びを予
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想するが、個人消費や輸出の伸び悩みを背景に、2014年度後半は再度伸びの鈍化を見込む。

2015 年度は、2 度目の消費増税前後を均せば、潜在成長率をやや上回るレベルの推移を予

想する。 

②個人消費は、実質賃金の低下に加え、さまざまな家計負担の拡大や資産効果のはく落も

あって、秋口以降、回復ペースが鈍化するとみる。設備投資は、更新・合理化投資を中心

に緩やかな回復を予想する。公共投資は、2013 年度補正予算と 2014 年度予算の執行で、

均せば増加傾向をたどろう。輸出は、生産の海外移転などを背景に、緩慢な回復を予想す

る。 

③消費者物価は、今後円安効果が一巡する一方、需給ギャップやインフレ期待の押し上げ

効果も弱く、予測期間中に、日銀が「物価安定の目標」とする 2％は達成できないとみて

いる。 

 

家計の負担増が消費の下押し圧力に 

連合の集計から推測される今年度のベアの水準は 0.3～0.4％程度。今後の個人消費は、消

費増税分以外にも厚生年金保険料の引き上げなど、さまざまな家計の負担拡大が重しとな

って、緩やかな回復にとどまると予想する。 
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雇用需要は業種別の格差が激しい 

 

 

輸出の伸び悩みが続く 
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「日本最高戦略」改訂 2014のポイント 

 

 

 

法人減税のためには代替財源の確保が必要に 
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軽減税率は個別の線引きが難しい 

 

 

カジノで外貨を獲得するマカオとシンガポール 
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オリンピックは「毒のある追い風」でもある 

 

 

ハードルが高いのは出産ではなく結婚 
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成長戦略としてにわかに浮上してきた「地方創生」 

・安倍政権は、９月３日、内閣官房に「まち・ひと・しごと創生本部」を創設。年内にも

総合戦略の策定を予定→いわゆる「消滅自治体リスト」の公表が契機となり政府の行動が

加速 

・政府は「人口減少」と「東京集中」問題の解決策として、地方再生というテーマを設定。

ただ、地方の人口対策は、結局地方活性化策と同義 

・現状では有識者会議で議論の段階。とりあえず臨時国会では以下の法改正を審議 

 ①自治体が策定した地域再生計画を政府が認定、日本政策投資銀行から低利融資を受け

られるようにする 

 ②官公受注における地方のベンチャー企業優遇の拡大 

 ③地域特産品の販路開拓などへの政府支援の強化 

・来年度予算編成にあたり概算要求で地方創生などの特別枠を設置→来春の統一地方選を

意識 

・今後の課題 

 ①人口減少社会の到来自体は不可避な中で、「マクロとミクロ」の整合性をどうとるか→

国立社会保障・人口問題研究所の推計では 2060年には約 3割減 8674万人になる 

 ②成長戦略との整合性の維持→一国の成長の為には、都市力強化こそが必要となる 

 ③「ばらまき」としないための工夫の必要→地域の実情に応じた産業育成、地方への企

業誘致のための税制改正、農業の６次産業化など、いずれも「言うはやすし」の世界 

 ④行政機能維持のための拠点構想の必要→総務省は「地方中枢拠点都市」、国交省は「高

次地方都市連合」構想を推進。ただし町村には合併圧力への警戒感 

 

首都圏への流入が進む 

2005 年から 2010 年までの 5 年間の人口増加率は、全国ベースで+0.2％となった。都道府

県別に見ると、増加した地域は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、滋賀県、

大阪府、福岡県、沖縄県の９都道府県にとどまる。一都三県の増加が目立つが、これは人

口流入による影響が大きい。一方、沖縄は、出生率の高さが背景。 

 

生産性の格差を縮めることができるか 

県別の労働生産性は、東京が突出して高い。単に、東京から地方へ人口を誘導しようとい

う政策であれば、一国全体の生産性低下と、潜在成長率の低下を招くことになる。 
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以上で私の話は終わりとなります。御清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 

第 5 回理事・役員会 

 

１．１１、１２月の例会及び事業、行事計画の確認 

１１月の予定  

７日 (金) 月初め例会 第５回理事・役員会    

卓話 小玉 祐一氏「昨今の経済情勢について」 

１４日 (金) 新入会員歓迎会 17：00～研修セミナー 18:30 点鐘 於：米屋観光センター 

２１日 (金) 通常例会 米山・ロータリー財団例会 卓話 ムンク・バトさん 

２８日 (金) 通常例会 ホームミーティング発表 

１２月の予定  

５日 (金) 月初め例会、年次総会 第６回理事・役員会  

１２日 (金) 通常例会 卓話 鈴木 会員  

１９日 (金) 忘年家族例会 ＡＮＡホテル 点鐘１８：３０ 

２６日 (金) 休会  

２．ホームミーティングの開催と発表について（１１月中） 

テーマ「クラブ・メンテナンス」を念頭に成田ロータリークラブの方向性について、また、ロータリーについて幅広く語

り合ってください。                                          承認 

３．第６回長期計画（ＣＬＰ）委員会開催 

１１月２１日（金）例会後                                       承認 

４．平成２６年度第２回空港周辺美化活動の実施について 

１２月９日（火）０９:１５出発式成田国際文化会館集合  小川会員より取り纏め              承認 

５．広報公共イメージ委員会より、後援会への出席（お願い） 

１１月１４日（金）１０：００～１２：００／千葉市民会館 大ホール    

登録料 3,000 円振り込み済み  会員出席なし                              承認 

６．成田市社会福祉協議会「福祉なりた」掲載広告募集について 

掲載しない                                              承認 

７．その他  

・平山金吾会員のお見舞いについて 

御見舞金１万円    会長持参                                   承認 

 

出 席 表 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

松田 泰長、佐瀬 和年、遠藤 英一、神﨑 誠、石川 憲弘 

小柳 政和、小寺 真澄、石橋 菊太郎、堀口 路加、長原 正夫

深堀 伸之、佐久間 高直、吉田 稔 各会員 

11 月 7日 第 5回理事・役員会 

豊田 磐、近藤 博貴、石橋 菊太郎、喜久川 登、小川 賢 

遠藤 英一、小宮山 四郎、松田 泰長、佐瀬 和年、成田 温 

諸岡 靖彦、神﨑 誠 各会員 

11 月 7日 指名委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６６ ６５ ４３ ２２ ６６．１５％ １００％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


