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★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13 TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：第1・第3・第5 木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 新宅 文雄 会長エレクト 守屋 紀忠 幹 事 大藤 勉

№５第２４９９回 例会 令和２年８月２０日

■司会:布川 史明 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：手に手つないで

・8月27日：休会 ・9月3日：2500回記念例会、百瀬恵美子さん、理事会・9月10日：休会◇プログラム

)◇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（４名

２４９９回 16(13) ９ 69.23％ － － 原、太田、田中、石山さん

)２４９７回 16(14) 10 71.43％ － － ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名

◇ロータリーソング：「手に手つないで」

今日から暫く歌唱は取り止めテープのみに。

◇出席報告 鈴木美乃委員

◇会長報告 新宅文雄会長

7月末長い梅雨が明け、その後異常な暑さが続いて

おります。コロナ禍と熱中症が日々報道されており

ます。これらに弱いのが高齢者だそうです。私もそ

の一人ですので、健康に留意しますし、皆様も健康

に充分ご留意頂きたいと思います。

.世界で人間を殺す生物は1位蚊83万人（デング熱

マラリア 黄熱病 ポリオ）2位人間47万人 3位蛇10. .
万人だそうです。コロナ死亡者は世界で77万人。日
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本は1113人です。

さて、 を報告いたしま8月6日の理事会決定事項

詳細報告書配付済みす：

1．久保田ガバナーへアンケート提出承認の件

2．外部卓話 10月29日 大磯町野島健二教育長を

招聘の件：現状と課題について

3．その他

8月18日 第8G会長幹事会の報告

吉野AG報告事項

1、第1回AG会議：R財団・公式訪問・地区大会

＃、R財団月間（11月）卓話依頼について締切り

は9月22日（火）

＃、R財団セミナー・補助金管理セミナー

9月19日 申込みは9月14日：

R財団12時30分～セミナー：瀬戸委員長出席

補助金管理セミナー15時～：欠席

出席者1名（財団委員長、会長、代理いずれか1名）

＃、「2020～2021年度ロータリー財団ハンドブ

ック」は地区のHP→クイックアクセス→地

区委員会→地区ロータリー財団委員会→各

種資料

＃、地区大会 10月18日（日）のみ

会場：鎌倉芸術館

出席者：会長・幹事・会長エレクトになるかも、

従って移動例会にはならない。

＃、公式訪問は以前と同じタイムスケジュール

で行う

＃、会員増強：前期地区で100名位減少。

＃、インドからポリオ寄付要請がありました。

各クラブ状況報告2、

＃、ロータリーソングはCDだけかけて歌わないクラブ。

＃、食事は弁当

＃、二宮RC公式訪問修了した。楽しかった。

＃、会員：平塚63+1＝64 大磯16、北38、

二宮9、西30、南17、湘南42+1

3、10月13日の第8G会長幹事会は「ズーム会議40分

間」でやる事になった。

＃、地区の中には通常例会のクラブがオンライン

例会になったクラブもあり、例会運営もクラブで変

化して、バラバラなパターンで例会を行っているよ

うです。

になります。親睦委員会で楽次回は2500回記念例会

しい記念例会を企画してくれております。是非全員

出席して一緒に楽しみましょう。

◇幹事報告 大藤勉幹事

回覧：

1．新型コロナ対策についてアンケート依頼。

2．活動計画書：平塚ＲＣ、小諸ＲＣより。

3．地区便覧

4．小諸ＲＣ週報

第8Ｇ会長幹事会報告の補足：

・九州土砂災害への義援金幾らあったか?

まだ不明との事

・平塚湘南ＲＣ:月1回リモートで例会開催。

・例会でロｰタリｰソングを歌っているのは西クラブ

と大磯のみなので、大磯もテープの みを流す事に

しました。

・平塚ＲＣの例会はスクール方式＝全員同方向に向

かって座る＝で行っているとの事。

・感染症の専門家(平塚出身者)の卓話を実施、大磯

クラブでも出来るのでは。

・湘南クラブは活発で会員が増えて9月には44名に

各クラブ例会数:・

北クラブでは現在毎週開催しているが、今後例

会数を減らす考え。

二宮ＲＣは月2回

西クラブは月3回。

南クラブは例会場を”みずほの”の地階から

上層階の広いところに移した。

◇委員会報告：

1．米山奨学セミナー(8/22)、財団セミナー(9/19)

：瀬戸委員長出席。財団補助金セミナーは欠席。

2．原会員との例会ウエブ会議：現在日時未定。

後日再打ち合わせ。

3．地区大会が例会に数えられない事については別

の日に開催するかどうか後日諮る。
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☆スマイルボックス 瀬戸亨一委員

大藤・河本親秀さん：

さん卓話楽しみにして

います。スマホデビュ

ーしました。

大藤・新宅文雄さん：

さん卓話楽しみです。

卓・ 守 屋 紀 忠 さ ん ：

話、大藤さんよろしく

お願いします。

米山・瀬戸亨一さん：

奨学セミナーに 2 2日

(土)行ってきます。大藤さん卓話よろしくお願いし

ます。

前回欠席失礼しました。今日は大・鈴木美乃さん：

藤さんの卓話楽しみにしております。

大藤さん卓話よろしくお願いしま・布川史明さん：

す。楽しみにしております。

大藤さん卓話たのしみです。毎・百瀬恵美子さん：

日暑い日が続いています｡皆さん大丈夫ですか!!

◇卓話

景気について為替とは

大藤 勉さん

配付資料：3点

・景気について＋日経新聞切り抜き

・ちゅうなん景気動向調査No.56

・為替とは

景気は気から → 景気は気持ちから

最近預金と貸出金が過去にないくらい大幅に伸び

ている＝コロナ禍で売上高が30％以上減少した事が

証明されると4千万円まで3年間無利子で借りられる

＝無担保で＝｡何があるか分からないので取り敢え

ず借りておこうと借りたお金が預金に残っているか

ら。うちの預金の伸びは大体60億円から70億円なの

が、半年で200億円以上伸びている。融資は10~20億

円くらいが100億円ちょっと伸びている。

コロナ禍による特別定額給付金を生活費に使う人、

特別な物品・サービス購入に使う人＝景気刺激にな

る。将来が心配だから貯蓄する＝景気は良くならな

い。10万円を1億人に支給するには10兆円必要。日

本のＧＤＰは約500兆円の2％に当たる。この10兆円

を特別消費に使うと景気が良くなると言う事になる。

と言う事で、その人の考えによって景気が変わる事

になる。

実感なき景気拡大：低成長率

今日まで景気は伸びているという判定できたもの

が、7月30日、内閣府は景気の拡大局面から後退局

面の転換点は2018年10月と認定した＝1年半経って

分かる。消費税を上げる前に景気は転換していた＝

岩戸景気: 11.3％ 42ヶ月 1958年7月開始

いざなぎ：11.5％ 57ヶ月 1965年11月

バブル ： 5.3％ 51ヶ月 1986年12月

いざなみ： 1.6％ 73ヶ月 2002年2月

今回 ： 1.1％ 71ヶ月 2012年12月

今回の景気が低成長な理由

1，デジタル分野への設備投資が低調

2．米中貿易摩擦の激化

（配付資料参照下さい)

No.56）＝4半期調査にちゅうなん景気動向調査（

よれば県南西部121社、中南部204社とも景気の判断

指数の転換点は略政府の判断と同じ。

為替について：日本にとって円高が良い？

円安が良い?

為替とは＝約束を交わす事：決済を直接現金を渡

すのではなく金融機関を通して渡す事＝振込み

円高：海外の品物が安く買える

円安：国内の品物が海外で高く売れる。

円安の方が景気が良くなるという報道が多いが、

本当にそうか?：国は円安政策が多く、円高にはシ

ビアになる。円高になると株価が下がる、貿易企業

が多いので不況になる可能性が高く政府は円安をす

すめる。最近統計を見ると大手企業は現地生産で出
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荷するので余り円安の影響はないと言っている。

株価は円高になるとかなり下落する。これは海外

投資家がかなり影響しているのでは?円安は株を買

いやすい。

エピソード：

夏目漱石は1900年にイギリスへ行っています。ロ

ンドンへ行って驚いたのは、物が高くて買えないと

いう事だった。円の価値が低いのでロンドンで苦労

した話が気になっている。円高の方が良いのでは?

アメリカＦＲＢのボルカー長官がドル高を強く主

張して、それでアメリカの不況を抑えた。

円高、円安、どちらが良いか結論は出せていない。

ビックマック指数：購買力平価を計る方法

スターバック指数というのも現れている。

(配付資料参照下さい)

通貨高と通貨安について：

デフレ経済では、通貨高の方向に向かう。

インフレ経済では、通貨安に向かう。

日本の安倍政権は円安政策で日本経済の梃子入れ

を金融政策でやってきて、実利であるオリンピック

をピークに景気を揚げようとしてきたが、それは難

しくなってきた。

雑誌を見ていたら、シンガポールかマレーシアの

優秀な人を雇用しようとしても来ないでヨーロッパ

に取られる。それは円安で日本の給料が安いからと

いう事。日本の給料が安いのかも知れないが円高で

あれば違ってくる。

一人当たりのＧＤＰ、昔は世界トップクラスであ

ったのに今は25位あたりになっている。これは日本

が下がっているのではなく、他国がどんどん成長し

て通貨高になっているからで。円換算すると安くな

ってしまうから。色々考えてみて、円高、円安は一

長一短どちらが良いか？発展/成長途上の時は通貨

高が良く、デフレの時は円安の方がメリットがある

と言う事なのではないか。ここまで成熟してきた日

本では、円安の方がメリットがあるのではと言うの

が今の私の思いです。

会場より質問：

2011年東日本大震災の頃の為替は1ドル78円くらい

だったが、何故円安になったか?

日本政府は復興資金調達のため、手持ち外貨(ドル)

を売って日本円を調達するのではとの思惑から円高

になったのではないか?

で、貿易決済は為替取引の90％は投資/資金運用

僅かしかないのが現状であり、投資家の思惑で大き

く為替が変動する事が多い。

以上


