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2014～2015 年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790 地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56 巻第 15 号 通巻第 2666 号 

第 2666 回例会 

２０１４年（平成 26 年）10 月 21 日 

12:30～13:30 東金商工会館４階例会場 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

卓話 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

 

会長 

「手に手つないで」 

幹事 

ステーキ竹田屋 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

城西国際大学硬式野球部

監督 佐藤 清 様 

親睦委員会 

管理運営委員会 

会長 
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◆入会式 

 
澤村 昌樹 新会員 

沢村獣医科病院の院長を務めております澤村と

申します。私をお迎えいただきましてありがとうござ

います。 

今までの家業の歴史をご紹介いたします。動物

病院は父が最初に東金に 1970 年ぐらいに、以前

の東金警察署の裏に開業いたしまして、父はもとも

と牛を診ていたのですが、時代の流れから小動物

を診るようになりました。東金には東金酪農という団

体があり、そこで乳牛の診察をしておりました。 

2000年になり、父の体調が悪くなり、私の方が急

遽戻り、その後他界をしました。その後、病院を移

転し現在に至ります。 

 

 

 

今回、ロータリークラブに入会させていただこうと

思ったきっかけについてお話させていただきます。

現在、社会が虚無かというかロボット化とか、自殺

が多いことなど、冷たいニュースが多く思います。

動物と接することで、お年寄りの血圧が下がるなど

の良い影響や、人間に温かみを与えてくれるのが

動物の力と思っています。「捨て猫」の殺処分が千

葉県は全国一です。友人の獣医師たちと協力しな

がら殺処分を断つという活動をしております。なか

なかうまく動いていかないのですが、地域で活動し

ている団体と一緒にやったらどうか？という先輩か

らのアドバイスがあり、ご縁があってロータリークラ

ブへのお誘いを受けました。 

私が社会で「殺処分」など、動物とのかかわりの

中でより良いことができればと考えておりますので、

ぜひお力を貸してください。 

 

◆会長挨拶 
高橋 邦夫 会長 

 

＜ロータリアンの３つの敵＞ 

今日はロータリアンの３つの敵ということをお話し

します。 

1953 年～1954 年度のシアトルでの国際大会で、

32 年間事務総長を務めたチェスレイ・ペリーに終

身名誉事務総長の称号を与えようとする決議が上

程された時、突如ペリーは立ち上がり「それは困る。

自分は今後もあくまで１会員として奉仕したい」と訴

えて譲らず、ついにシルビス会長は壇から降りてペ

リーと握手し、8000 の会衆も総立ちとなって割れん

ばかりの拍手を送り、終身名誉事務総長の決議案

第２６６５回例会の記録 ＜１０月１４日＞ 
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は撤回されるにいたったという感激的なシーンがあ

ったと言うことです。 

ここで JSシルビス会長が言った言葉であります。 

 

『ロータリアンは常に３つの敵と戦わなけ

ればならない。 

第 1 番目は功を急ぐこと、 

第 2 番目は自信過剰、 

第 3 番目は特権意識。』 

 

このように戒めたということであります。 

なお、ハーバート・テイラー次年度会長が「４つ

のテスト」の版権を国際ロータリーに譲渡したのもこ

の大会でした。 

この頃から、ガバナーは国際ロータリーの役員と

して、ノミニーになると毎年５月の国際協議会に出

席して約 10 日間にわたりみっちりガバナーとして

必要な教育を受ける義務が課され、各ロータリーク

ラブも年度内に 1回はガバナーの公式訪問を受け

て、クラブの実態をガバナーを通じて国際ロータリ

ーに報告しなければならなくなり、国際ロータリー

の中央集権化が進められていきました。しかし、そ

の結果各種の文献が国際ロータリーから直接クラ

ブに送られてくるようになり、どうしても会員自らが

勉強せざるを得なくなり、文献の研究がはじまり、

色々な講習会や討論会が行われるようになって、

ロータリーの理解が急速に進んでいったという効果

もあったようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆幹事報告 

小久保 良行 幹事 

 

 8 月の広島豪雨義援金につきまして、総額

は 360万円であったということで、2710地区

（広島の金子ガバナー）よりお礼状が届い

ております。 

 11 月 14 日（金）10~12 時開催の広報公共

講演会があります。千葉県市民会館です。 

 本日、10 月の理事会を例会前に行いまし

た。ポールハリスの寄付につきまして、7 名

のポールハリスフェローの認証を目指しま

す。 

 親睦家族会企画について、具体的なことに

ついてこれから検討を進めていきます。5月

か 6 月ごろの企画とし、改めてお諮りします。 

 ロータリーデー12 月 13 日（土）11 時より東

金国際交流協会との共催で、外国人の

方々との交流を踏まえた会を持ちたいと思

います。会場は「みのりの郷」です。詳しい

内容は、また改めて例会時にご案内します。 

 12月 16日今年最後の例会ですが、親睦委

員会より話があり、クリスマスパーティか忘年

会の計画をしたいとのことです。長尾委員

長より具体的な内容について追ってお話が

あると思います。 

 炉辺会議・クラブ研修会の実施につきまし

て、10月 28日（火）18時より志津本にて開

催いたしますのでご参加ください。17 時 40

分より菅原職業奉仕委員長よりお話をして

いただき、その後炉辺会議に入る予定です。 

 

●息子が結婚しました。  長尾邦俊 会員
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 ロータリーの広報活動につきまして、千葉

銀行東金支店に『ロータリーの友』を置かせ

ていただくことになりました。来客の方にご

覧いただけるように毎月お願いをする予定

です。東千葉メディカルセンターへも依頼を

する予定です。 

 

◆結婚祝・誕生祝 

 

結婚祝 並木孝治 会員、 野口雅子 会員 

 

誕生祝 野口雅子 会員 

 

ご子息のご成婚祝 長尾邦俊 会員 

◆卓話 
渋谷 章男 会員 

 

みなさん、改めましてこんにちは。 

お時間をいただきまして、アベノミクスの現下の

経済情勢についてお話をさせていただきます。安

倍内閣の内閣官房参与 14名のうちのおひとりの方

による講演会の資料についてお話をさせていただ

きます。 

 

マーケット 

8,946 円からスタートし、9 月末には 16,300 円を

回復。為替は大幅な円安水準になり、109円台。 

 

日本の GDP 

消費税引き上げの影響で大きく落ち込みました

が、これから回復する予想となっている。内閣府の

試算で 2015 年度は 1.4％となっている。日本の潜

在成長率は 0.5～0.7 が一般的に言われている数

字ですので、それに比べるとかなり GDP が高めに

出ています。 

 

求人 

有効求人倍率 1.1 倍、完全失業率は 3.8 という

のが 7月の数字です。これは 22年ぶりの完全雇用

の状態にある、というのがマーケットの数字から読

み取ることができます。バブルの時代と同じような

形で雇用情勢が来ているところです。 

 

スケジュール 

福島県知事選挙、沖縄県知事選挙があります。

安倍内閣で重要視しているのが、11 月 17 日に予
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定されている 9月期のGDP、その水準から判断し、

消費税 10％へ移行するかどうか決定されるとのこと

です。 

 

成長戦略 

成長戦略につきましては報道の通りですが、身

近なところでは、医療、エネルギーなどに着手をし

ているということです。大きな話題は女性の活躍支

援といわれております。千葉銀行も女性の活躍支

援に力を入れています。 

 

民間企業でだれがアベノミクスで変わった

か？ 

企業経営者のマインドが大きく変わったといわれ

ています。企業としますと、海外展開を拡大したり、

銀行貸し出しの増加と資料に書いてありますが、企

業が大きく変わってきているというのが現状です。 

 

 

 

海外展開はどのようになっているか？ 

北米・欧州・アセアン・中国とありますが、日本か

らの直接投資はアセアンが 172％と前年比から非

常に伸びています。中国への投資は-18％となって

おります。逆に投資した海外子会社収益を日本の

企業は還流をさせています。配当金という形で親

会社の日本企業に還流をさせ、その日本企業は

研究開発、設備投資、株主配当に充てているとの

ことです。 

 

電力 

安倍内閣で考えているのは、送電線についてい

ろいろ変革をしていく必要があると考えているとの

ことです。今までは、発電と送電を一緒にやってい

ましたが、送電線を別の会社にしていかないとなか

なかうまくいかないのではないか、というところです。 

国家戦略特区については、千葉県内の特区は

成田の医療特区の申請がありました。 

法人税改革についてですが、法人の実効税率

を 20%台まで引き下げるというのが安倍内閣の公

約です。 

女性と外国人を以下に活躍させるかというのが

人口減少時代の中で大切なことだということです。 

今年の上半期の経常収支の内訳ですが、貿易

収支が大きく 6 兆円を超えてマイナスです。これの

原因は、原油、天然ガスなどの化石燃料を使用し

た電力生産が最も大きな要因です。一方で、第一

次所得収支では 8 兆円規模で海外からの子会社

からの配当、利子の収入がプラスです。ただし、経

常収支はマイナス 5千億を超えており、当面、化石

燃料につきましては輸入が多いので赤字が続くで

あろうというのが大方の見方になっております。 

最後に世界経済の見通しですが、やはり先進国、

特にユーロ圏は経済情勢が厳しいといわれており

ますが、数字でも見て取れます。アメリカはニューヨ

ークダウが乱高下しますが、数字的には良い数字

です。日本の場合は底ばってしまっている状況で

すが、アベノミクスは非常にうまくいっているという

のが内閣の見解とのことです。 

出席率  10 月 14日 

会員数 出席者 出席率 コインBOX

22名 18名 78.2％ 1,430 円

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の場

合は当日 10時までに）事務局宛に，電話・ＦＡＸ・

Ｅメールにてお願いします。メーキャップ先への事

前連絡もお忘れなく。 

電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 

Email: info@togane-rc.jp 
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2015 年サンパウロ国際大会の開催日程が変更に 
 

国際ロータリーのゲイリー C.K. ホァン会長と RI 理事会は、2015 年にサンパウロ（ブラジ

ル）で開催されるロータリー国際大会の日程を、6月 6日（土）～9日（火）に変更することを

決定しました。 

この日程変更の理由は、大会初日となる予定だった 6月 7日（日）にサンパウロ市で大規模

なパレードが行われ、深刻な交通渋滞などの混乱が予想されるためです。開幕を前日の土曜日に

変更することで、交通渋滞を緩和し、開会本会議場に向かうロータリー会員の移動がスムーズに

なると予想されます。また、この変更により、土曜日の晩に予定されている「ロータリーカーニ

バル」（ホスト組織主催行事）に出席しやすくなるというメリットがあります。 

 この日程変更について、クラブのウェブサイトや年間行事予定表、会報やニュースレターなど

に情報を載せ、クラブ会員への周知にご協力いただきますようお願いいたします。 

 なお、この変更により、以下のイベントの日程が変更となります（最新情報は国際大会専用サ

イトでご確認ください）。 

 国際研究会︓6月 4日（木）～5日（金） 

 国際研究会昼食会︓6月 4日（木） 

 ロータリー平和シンポジウムと国際研究会の夕食会︓6月 4日（木） 

 ローターアクト大会前会議︓6月 4日（木）～5日（金） 

 青少年交換役員大会前会議︓6月 4日（木）～5日（金） 

 会長主催昼食会︓6月 7日（日） 

 指揮者ジョアン・カルロス・マルティンス サンバのコンサート（ホスト組織主催行事）︓6

月 7日（日） 

 会長エレクト主催リーダーシップ昼食会︓6月 8日（月） 

 On to ソウル国際大会昼食会︓6月 9日（火） 

以下のイベントの日程に変更はありません。 

 ロータリー平和シンポジウム︓6月 4日（木）～5日（金） 

 青少年交換役員晩餐会︓6月 5日（金） 

 ロータリーカーニバル（ホスト組織主催行事）︓6月 6日（土） 

 イヴェッチ・サンガロ コンサート（ホスト組織主催行事）︓6月 8日（月） 

そのほかの期日、登録、ホテル予約などに関する詳細は、国際大会専用サイトをご確認くださ

い。ホスト組織委員会主催行事に関する情報は、ホスト組織委員会のウェブサイトをご参照くだ

さい。ご質問がありましたら、国際大会登録業務担当部（ri.registration@rotary.org）までお

問い合わせください。 


