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●本日の司会        （本田 征勇 SAA） 

 

●開会点鐘         （柴田 康好会長） 

 

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 

●本日のお客様 

 

   
（向かって左から） 

東京昭島ロータリークラブ 副幹事 坡山 浩二様 
 

東京小平ロータリークラブ 西原 敬一様 
 

東京武蔵村山ロータリークラブ 見延 壽昭様 
 

●会務報告         （柴田 康好会長） 

 

2 月 21 日（木）・22 日（金）と泊まりで地区大会に参

加をしてきました。21 日には会長幹事会もありました。

皆さん、増強・増強と増強のことばかり言っているよう

でした。あるクラブでは、再入会する人も多いようです。

当クラブでも一度辞めた人に話をしてみてはどうかと思

います。22 日には当クラブから 16 人が参加をしました。

由紀さおりさん姉妹の歌や日高義樹さんの講演を聞かせ

ていただきました。 
 

●幹事報告         （荒川 義昭幹事） 

 

2 月 15 日（金）3 クラブ合同例会についての打ち合わ

せ会へ本田 SAA、小島親睦委員長、幹事荒川で参加いた

しました。 

 2 月 18 日（月）地区補助金委員会へ小島委員に出席し

ていただきました。 

 2 月 25 日（月）昭島市民くじら祭の企画委員会が開催

され、曳地次年度社会奉仕委員長に出席をしていただき

ました。同日、六団体連絡協議会へ幹事荒川が出席をい

たしました。 

 2 月 26 日（火）カンボジアプロジェクト全体会議へ曳

地国際奉仕委員長に出席をしていただきました。 

●卓話「国際社会から見た、今日の急激な円安、 

株価上昇のゆくえ」須田 宏樹会員 

 

★講師紹介（蜂巣 義和会員） 

須田さんは 1984-85 年石和ロータリークラブから交換

留学生としてアメリカへ行かれたそうです。須田さんが

仰るには、今日の自分があるのはロータリーがあればこ

そだ、ということで、私がロータリーにお誘いした時に

二つ返事で入会して下さいました。 

現在はアメリカに本社があるエース損害保険株式会社の

執行役員兼人事部長でいらっしゃいます。 
 

12 月から安倍総理になりまし

て金融市場は非常に賑やかにな

っています。ニュースでは、アベ

ノミクス、三本の矢という言葉が

頻繁に登場しております。アベノ

ミクスの三本の矢とは「金融政策、

財政政策、成長戦略」のことです

が、今一番注目されているのは金

融政策です。さて、これで一体どのような政策が打たれ

て、円安になり株価がどのくらい上昇していくのか皆さ

ん非常に興味があると思います。 

少し世界に目を向けて考えてみたいと思います。先週

行われました日米首脳会談で、TPP についての話が出ま

したが、ある見識者が言うには、あれは体のいい確認作

業であったそうです。何故かと言うと、昨年韓国の大統

領が行った時にはきちんと晩餐会が用意されていたのに、

今回は昼食会のみで最後の最後に握手をしただけであっ

たからです。また、先般の北朝鮮の核実験の問題があり

ます。それから、急激な株価の上昇と円の振れがありま

した。以前より、政府が日銀に介入して操作を行ってい

るのではないかとドイツから強い非難を日本は受けてい

ました。ドイツは日本と同様、工作機械などが有名な産

業の一つですが、現在衰退しており日本に押されてしま

うのではないかと懸念されていたからです。今回は麻生

さんが何とか鎮めたようです。先週はエネルギー政策や

北方領土の件について話し合うため、森元総理が特使と

してロシアへ行きました。それから、日銀総裁人事の問

題があります。昨日には韓国の大統領の交代もありまし

た。また、天然資源の需要と供給の問題として、現在ガ

ソリンの価格が上がっています。このような諸々の事実

があり、現在の経済の状況になっているわけです。 

皆さん、FRB というのをご存知でしょうか。米連邦準

備制度理事会という日本でいう日銀のようなものですが、

米国は今株高です。リーマンの時のサブプライムローン

の問題もありまして、ここ 2、3 年住宅の供給は落ちてい
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ました。しかし、昨年の秋くらいから住宅がまた復活し

ております。住宅の購買数が増えてくると、当然働く人

が増えます。現在アメリカの失業率は 7.9％ですが、2015

年までには 6.5％になると予測されています。FRB は金融

緩和を続けていくことを昨日発表しております。 

日本について、FRB のバーナンキ議長は、デフレ対策に

ついては評価しております。あとは雇用の問題をどうす

るのかですが、現在メーカーでも円の状況で下方修正し

て利益が出たなどという話も出ております。しかし、利

益が出たからと言って給料が上がるのでしょうか。これ

については、経団連も渋い回答をしております。現在、

企業ではグローバル化が進んでおり、儲かってもリスト

ラは進めるという状況です。日本の場合は海外の企業の

グローバル化とは違って、マインドはいまだ日本のまま

です。 

昨今、M＆A をする企業が増えておりますが、円が 77

円くらいの時に相当数の日本企業がやりました。きちん

としたグローバルが出来る優良な企業であれば良いので

すが、中途半端なグローバルをやると難しいものがあり

ます。合併をすると、寄り合いという感じになってしま

います。そのようなことからも日本企業が後手に回って

いることが分かります。外国人投資家は日本企業にも投

資はしますが、利益が出れば売ってしまって長期保有は

しません。 

2010 年度に M＆A をした会社は 1,621 で、金額ベース

では 6 兆円弱だそうです。震災の影響で色々な国内のサ

プライチェーンマーケットのラインが切られてしまいま

したので、海外により一層 M＆A を求めていくという形に

なったのだと思います。M＆A というのは、証券会社が儲

かる仕組みになっておりまして、それぞれの会社に証券

会社がついて交渉をします。ちなみに日本とアメリカの

証券会社がやった場合、日本は少しボーナスが貰えるく

らいなのに対して、アメリカは億のお金が貰えます。ア

メリカやグローバルな証券会社の報酬は非常に高いとい

うことが言えます。 

安倍政権は 7月 21日の参議院選挙まで少しずつ歪みの

ないようにやっていくと思われます。世界的な金融経済

というのは、基本的には変わっておりません。大きな流

れは変わっておりませんが、徐々に金利の上昇があるか

なあという感じです。選挙で安倍政権が勝つか負けるか

で変わってきます。 
 

●ご案内    （東京昭島ロータリークラブ様） 
 

私ども、東京昭島ロータリークラブは今年で 45 周年を

迎えました。4 月 18 日（木）創立 45 周年記念式典をフォ

レスト・イン昭和館シルバンホールにて開催いたします。

いの一番に昭島中央ロータリーの皆様にご案内に参りま

した。心より皆様のご出席をお待ちしておりますので、

よろしくお願いいたします。 
 

●ニコニコ BOX発表  （小島 弘明親睦委員長） 
 

・西原 敬一様（東京小平 RC） 

お世話になります。 
 

◎荒川幹事 

須田さん本日の卓話急遽受けていただきましてありがと

うございます。また、先日行われました父の葬儀には多

くの皆様に、ご参列を頂き誠にありがとうございました。 

◎伊藤会員 

デイケアセンターASO（あそ）昭島店を開設しました。よ

ろしく 
 

◎滝野会員 

久しぶりに出席させて頂きましたので！ 
 

○柴田会長 

須田さん卓話ありがとうございます 
 

○山中 秀一・幸子会員 

那覇 R クラブ、那覇東 R クラブにメイキャップしてきま

した。 
 

・蜂巣会員 

須田様、卓話ありがとうございます。 
 

●委員会報告 
 

★小島 弘明米山カウンセラー 

金太月さんが一橋大学を卒業いたします。3 月 22 日（金）

14:00~14:40 大学にて卒業式が行われるそうですので、お

時間に都合のつく方は、是非ご出席ください。 
 

★曳地 義正次年度社会奉仕委員長 

2 月 25 日（月）くじら祭企画委員会に出席をしてまい

りました。例年に続き、星野初代会長が委員長に選任さ

れました。日程は 8 月 3 日・4 日になりました。 
 

★曳地 義正国際奉仕委員長 

2 月 26 日（火）カンボジアプロジェクト第 2 回全体会

議に出席をしてまいりました。内容的にはプロジェクト

も終わりに近づき、最終的な事務処理を残すのみとなっ

たようです。 

次年度においても、当クラブに協力をお願いしたいと

の要請がございました。 
 

★荒川 義昭幹事 

2 月 18 日・19 日の父の葬儀では大勢の皆様に参列して

いただきました。色々な話を聞くことも出来ました。そ

の時、ロータリーは素晴らしい、父は幸せ者だったと思

いました。色々とご協力をいただきまして、本当にあり

がとうございました。 
 

●出席報告       （曳地 義正出席委員） 
 

会員数  46 名 出席義務会員  44 名 
 

本日の出席 23 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●次週例会予定  （蜂巣 義和プログラム委員） 

 

3 月 6 日（水） 

昭島 RC・昭島中央 RC 合同例会 
 
 
 
 
 

●閉会点鐘         （柴田 康好会長） 


