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幹 事 桜川 誠
令和元年１１月２１日 №１３

■合唱：我等の生業

◇プログラム ・11月28日：休会・12月5日：理事会・河本親秀さん・12月12日：休会・12月19日：年次総会
◇出席報告

例

会

会員数 出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(３名 )

２４８５回 16(15)

１２

80.00％

－

－

原、太田、田中さん

２４８３回 16(14)

１１

78.57％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名 )

合唱・我等の生業

結婚記念日祝：井上浩吉さん（11/12）
結婚してから何年経ったか分かりません??
(^_^) それくらいもう古くなっています。お花大事

に玄関に飾ってあります。ありがとうございました。
(拍手）

◇出席報告

百瀬恵美子委員

出席 率80％ です。皆 さんおめでと うございまー
す!!!

毎回報告の時何パーセントかドキドキして

いますが、久しぶりの80％嬉しいでーす!!
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(拍手)

◇会長報告

石山智司会長

6名の応募があり、平塚クラブ推薦の1名が合格、大
磯から推薦の2名は残念ながら不合格となりました。
2．12月7日新会員の集いの出席者が少ないので出来
る限り出席願いたいとのことです。
3．マイロータリーの登録60％以上(大磯RC37％)達
成を要望された。

◇瀬戸亨一親睦委員：
12月19日(木)夜間例会＝大磯プリンスホテル
“滄”、家族例会。
会費は大人1万円､子供は?(未定)

◇委員会報告：
☆スマイルボックス

理事会決定事項：

河本親秀委員

1．年次総会：12月19日(木)18:00~
布川さん、鈴木さんの歓迎会も一緒に行います。
2．二宮クラブとの合同例会：
日

時：1月23日(木)15:30集合、

会

費：8千円＋ボーリング代2千円。

3．台風15号、19号の義捐金24,000円(16名 ×1,500
円）をスマイルボックスより支出します。
4．サッカーゴール寄贈に賛同：スマイルボックスで資金
募集にご協力をお願いします。

◇幹事報告

桜川誠幹事
・石山智司会長 ：大藤さん卓話よろしくお願いしま
す。井上さん結婚記念日おめでとうございます。台
風15号、19号被災お見舞い申し上げます。
・桜川誠幹事 ：井上さん結婚記念日おめでとうござ
います。大藤さん卓話よろしくお願いします。台風
15号、19号被災お見舞いします。
百瀬恵美子さん ：井上さん結婚記念日おめでとう
ございます。鈴木さんコンサート素晴らしかったで
す。大成功おめでとうございます。大藤さん卓話楽
しみです。台風15号、19号被害者お見舞いします。
・新宅文雄さん ：大藤さん卓話楽しみにしています。

回覧：
1．2780地区ローターアクト第31回地区大

井上さん結婚記念日おめでとうございます。台風15
会開催

号、19号被災お見舞い申し上げます。

2．インターアクト地区大会についてお願い

・井上浩吉さん ：結婚記念日お花ありがとうござい

3．ハイライトよねやま236号

ます。もう何年目になるか分かりません?

配布物：

号、19号へ義捐金としてスマイルします。

1．第2484回会報

・守屋紀忠さん ：大藤さん卓話楽しみです。井上さ

2．12月行事予定

ん結婚記念日おめでとうございます。サッカーゴー

第8グループ会長幹事会 ：11月13日

ル寄贈賛同します。台風15号、19号の被災支援義捐

1．青少年交換希望学生選考試験で第8グループから

金を寄付します。
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台風15

・齋藤好正さん ：井上さん結婚記念日おめでとうご

掃作業に原さんも出席。

ざいます。台風15号、19号被災お見舞いします。

・桜川さんが車持ち込みでお客様を送迎

・大藤勉さん ：井上さん結婚記念日おめでとうござ

・来場者の評判はとてもよく、毎年恒例でやって

います。卓話頑張ります。つまらないかもしれませ

欲しい。皆での合唱はよかったという声もあり

んが最後まで聞いて下さい。台風15号、19号被災お

ました。

見舞いします。

・収益金：155,124円

・瀬戸享一さん ：井上さん結婚記念日おめでとうご

（寄付金32,641円を含む）

ざいます。サッカーゴール寄付よろしければお願い

本日3時からの実行委員会に報告し、全額ステパ

致します。台風15号、19号被災お見舞い申しあげま

ノ学園に寄付することを承認して貰います。

す。

II.2019～2020年度公共イメージ.奉仕プロジェクト

・布川史明さん ：井上さんご結婚記念日おめでとう

セミナーに出席して

ございます。大藤さん卓話楽しみにしております。

日時：2019年11月15日（金）13:00-17:00

台風15号及び19号にて被災されたみなさまにお見舞

場所：藤沢ミナパーク6F

い申し上げます。

久しぶりに地区のセミナーに出席して、私も大分古

・鈴木美乃さん ：井上さんご結婚記念日おめでとう

くなったな､時代は進んでいるなとつくづく思いま

ございます。大藤さん卓話楽しみにしております。

した。若い人達がクラブだけでなく地区に出て行か

皆さま先日はコンサートで大変お世話になり有り難

なければダメだなと思いました。

うございました。気が抜けていろいろ失敗続きです。

ロータリーって何？
基調講演： 第2570地区(埼玉)鈴木秀憲DG

今後もよろしくお願い致します。台風15号、19号被
災者にお見舞い申し上げます。

(この方は7年前のガバナーでもある）

・河本親秀さん ：大藤さん卓話ご苦労様です。楽し

1．ロータリーの目的は手続き要覧に…

みにしております。井上さん結婚記念日おめでとう

・ロータリーといえば駅前ロータリー？

ございます。台風15号、19号被災者の皆様にお見舞

・ライオンズクラブとはどう違う？

い申し上げます。青少年交換学生応募に推薦したお

・お金持ちの集まりでは？

二人とも不合格になりました。残念です。

・特殊な思想団体では？
2．ロータリークラブの名前は知っている：

☆新宅文雄奉仕活動委員長：

74％（RI調査25ヶ国）
ロータリークラブの内容も知っている：
35％（RI調査25ヶ国）
参加者の反応はよすぎるのでは??でした。
もっともっと知って頂き一緒に活動する人が増えて
欲しい。

分科会：
事例発表1：奥田経男委員（相模原橋本RC）
(入会2～3年）
SNS＝ソーシャル .ネットワーク .サービス、フェイス
ブックとかユーチューブとかインスターグラムとか
を駆使して、 「清掃を地域の方々と共に展開」 した
手法を、発表された。
I.深秋チャリティコンサート報告：

・せせほ＝全員、全力、奉仕

・実行委員:11名

・そゆほ＝小さな、有志、奉仕

・ チケット販売:213枚=大磯RC51枚(除･井上、新

50回投稿15000件＝いいねがあった。

宅、鈴木)=町の広報に出る前にチケット売り切
れでお断りに苦労。

事例発表２ ： 寺田圭次委員（ふじさわ湘南RC）

・来客数187名 スタッフ11名計198名

「 シールを使っての公共イメージの展開を図る。」

・公演の第2部司会に原さんの奥様。公演後の清

神奈川県（2780地区内）の 「タクシー協会にお願い
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し て タ ク シ ー にロ ー タ リ ー の シ ー ル を貼 っ て も ら

「サッカーゴール寄付申込み書」

う」 ことになった。寺田委員のデザインで、見本が

・申込者：大磯ロータリークラブ。

放映された。

・寄付する財産：少年用サッカーゴール(オールア
ルミ製)2ヶ

事例発表３ ： 小倉高代委員（湯河原RC）

・寄付の目的：国府小学校の生徒がスポーツを通じ

SNS,ツイッター、フェイスブック、You Tube、クラ

学び、遊ぶことが継続出来るように。サッカーク

ブのホームページを使って、色々なことがアピール

ラブで少年用規格サイズのゴールで試合を楽しん

できることを発表された。

で貰うため。」
（問題なければこのまま町へ提出したい。）
・予定時期：12月21日(土)

地区ビジョン
「わたしたちは、地域社会のニーズを的確に捉え、

・貼付プレート：「寄贈 大磯ロータリークラブ 令
和元年12月」縦型

地域社会にインパクトをもたらし、様々な人々との
出会いとつながりを活かして、より良い奉仕を実践

☆鈴木美乃さん：

するために積極的に行動します。」
結論として：
公共イメージセミナーに出席して、新宅は遅れて
いるなと思いました。自分は勿論のこと若い人は大
磯クラブだけでなく、地区のセミナー、委員会に出
席され、2780地区の進展を受止めて頂きたいと思い
ました。

☆瀬戸亨一さん：

この間は大変お世話になりまして皆様有り難うござ
いました。 (チャリティコンサート)無事に終えるこ
とが出来 てほっとしています。終わって気が抜けて
…???
12月に又あるので準備しなくてはと思っています。
沢山の寄付が出来て本当によかったなと思っており
ます。ご用命がございましたら何なりと手配致しま
す。有難うございます。
瀬戸さん ：歌って寄付金が集められるなんて､凄い
素晴らしい…。(^_^)
サッカーゴール寄贈 の承認を頂きました。金額の報
告を致します。
サッカーゴール2つ国府小学校に納入、大磯町への
寄付になります。クロスバー100π、小学生サイズ
のゴール。定価31万円、ゴールネット3万1千円。値
引きが入って消費税込みで344,300円。大磯町から
寄付の申込書の提出要請があり、原稿作成しました。
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変だと言って為替介入すると言うと、投資家がこれ

◇卓話
◆◇◆◇ 景気とは ◆◇◆◇
大藤

は拙いぞと言う事で、円を買うことを抑える。実際

勉さん

には介入しない事が何回もありました。そうした人
間の心理に働きかけるという事が景気の動向を想像
以上に左右すると言うことですね。
景気の循環サイクル
景気の谷（景気が最も悪い時点）→景気回復期
→

好況期 →
景気の山（景気が最も良い時点）→景気後退期

→

不況期

→

指標
・月例経済報告(内閣府作成)
・景気ウォッチャー調査(内閣府作成)
・経済情勢報告(財務省作成)
・地域経済報告（日銀さくらレポート）
（ＦＲＢのベージュブックに準えて)

配付資料：

・経済･物価情勢展望（日銀展望レポート）

・景気とは=卓話資料

・国内総生産（ＧＤＰ）増加率→

・中南信用金庫パンフレット

経済成長率(内閣府)

ミニ ディスクロージャー
ちゅうなん景気動向調査

【11月11日発表の10月の景気ウォッチャー調査】

ちゅうなんライフプラン作成サービス

＝ 身近な人から集めた情報の集約 ＝百貨店、スーパ

1． 中南信金の地域貢献にたいする取り組み・かな
がわ水源事業応援定期預金に係る寄付

など

について ：

地域貢献に対する取り組みのうち、標記預金キャン
ペーンで集まった760億円の金利の0.01％(76万円)
を神奈川県に寄付された時の神奈川県庁舎での伝達
式の様子など話し。(詳細資料参照下さい)
・ 地域のすべてのお客様のための無料に相談室 ：法
律相談、税務相談、相続・遺言相談などについての
話。(詳細資料参照)

ー、コンビニの従業員、飲食店のフロアースタッフ
・経営者、スナックの経営者、タクシー運転手など
からの情報を月末までに収集し､翌月10日までに発
表している。大変タイムリーな情報です＝
「街角の景況感が急低下し、東日本大震災後の20
11年5月以来の低い水準にとどまった。

＜中略＞

内閣府は、「米中対立のあおりで製造業が悪化し
ており、『景気はこれ以上良くならないだろう』と
思う人が多いのでは」と分析している。
街角の声「増税前の特需による反動で集客が落ちて
いる」

景気とは:
40才台の時本を読んでいて､「景気は気から」と
書いてあって景気は気持ちからと言うことなんでし
ょうが、その本探しましたが分かりませんでした(^
_^)。
景気は数値からだろう、気持ちからだなんてそうい
う事は無いだろうと言うことですが、それを作るの
は人間の気持ちからと言うことです。

「台風の影響で客足が鈍り、売り上げが大幅にダウ
ンした。」
【 10月発表さくらレポート】
全ての地域で「拡大」又は「回復」としている。
この背景としては、輸出・生産や企業マインド面に
海外経済の減速の影響がみられるものの、企業・家
計両部門において、所得から支出への前向きな循環

アナウンスメント効果=心理に働きかける
これは日銀が昔よく使っていました。口先介入で
す。やるぞ、やるぞと言っていて、やらないみたい
な。やらなくても効果を出すとか、少しやって効果
を出すとか、やはりそういう気持ちにさせるという
事。例えば為替が一時円高があった時、大変だ､大

が働くもとで、国内需要の増加基調が続いているこ
とがある。
この二つのレポートの内容は大分違っていて一体ど
ちらが本当か??。人によって気持ちは違うし、色ん
な数字が出てくるので…本当のところは分からんと
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言うこと…(^_^)

ちゅうなんライフプラン作成サービス

ちゅうなん景気動向調査書参照下さい。

最近、定年退職時貯金が2千万円必要という話題
が盛んに議論されているが、中南信金では専門のフ
ィナンシャルプランナーが各人／各家庭に合ったラ

太陽黒点説
1870年代

イギリス人ウィリアム・ジェボンズ

が唱えた説：太陽の黒点が多くなると景気がよくな

イフプランを作成するサービスを推進しており、何
時でもご要望に応じます。

る→太陽からのエネルギーが強くなるため、穀物が
豊作になる。農業が産業の中心であった時代に当て
はまったかもしれない。
景気循環説
・キチン循環：40か月

企業の在庫投資

・ジュグラー循環：10年

企業の設備投資

・クズネッツ循環：20年

建築活動の循環

・コンドラチェフ循環：50年

技術革新

戦後の景気拡大局面
３

神武景気：1954.11～1957.6

31か月

４

岩戸景気：1958.6～1961.12

42か月

６

いざなぎ景気:1965.10～1970.7

11

バブル景気：1986.11～1991.2

51か月

小金融機関はどの様に生き残りを懸けるのか?

14

2002.1～2008.2

73か月

夫々の銀行により違うが…。と中南信金の現在の考

16

現

在

57か月

質疑 ：最近銀行経営は難しくなりつつあり、特に中

2012.11～

えを語られましたが、掲載は差し控えます。(編集

・第16回目の景気拡張期が継続中

者)

日本は84ヶ月、アメリカは10年継続中
・「実感なき景気拡大」

大藤さんコメント：

・神武景気、岩戸景気、いざなぎ景気時

皆さん大企業は安定

の平均経済成長率、平均9％台、

しており、中小企業は

現在の成長率、平均1.0％台

不安定と思っておられ
ると思いますが、日本

景気判断（景気の谷と山の日付）
内閣府におかれた景気動向指数研究所にお
議論の結果を踏まえて、内閣府が決定

ける

する。

で100年以上継続してい
る 会 社 は 29,000社 以 上

景気は循環するのか、「実感なき景気拡大」から思

あり、その9割は中小企

うこと：

業です 。

「景気は必ず拡大したあとに、後退が訪れる」

大 企 業 の 寿 命 は 60年 、

といわれるが、もしかすると過去の経験からくる

平 均 寿 命 は 30年 と 言 わ

思い込みではないか。経済成長が速い時、企業も

れています。日本で一番古い企業はご存じですか?

家計もそのスピードに惑わされて、過剰な投資や

金剛組＝四天王寺を建立＝聖徳太子が百済から呼ん

消費をしてしまい、あとから気づいてブレーキを

で578年に建てた組で、ずっと続いている。形態は

かける。その繰り返しが景気の波となる。しかし、 高松建設に入っているが。二つ目は587年に出来た
今、先進国の経済成長率は低く、過剰な投資や消

池ノ坊=華道教授。三つめが山梨県西山温泉の慶雲

費は起こらない。その結果、「実感なき景気拡

館が705年(平城宮時代）創立です。

大」が過去最長を更新する、「成長は加速もしな
いが、後退もしない」、新しいタイプの景気拡大

石山会長： 大藤さん卓話有り難うございました。

が続いているのではないか。

守屋さん蜜柑有り難うございました。

（日経ヴェリタ

ス記事抜粋）
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