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本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「我等の生業」

・今月の歌 「一月一日」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 早川 八郎君

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

一月一日

年のはじめの ためしとて

終りなき世の めでたさを

松竹たてて 門ごとに

祝う今日こそ たのしけれ

今月の祝福

会員誕生日

1日 早川 八郎君 1 日 浅井 瀧治君

4日 亀谷 鉦一君 10日 清水 勲君

20 日 伊藤 正之君

夫人誕生日

1日 大橋 完一君・恵子さん

4日 足立 治夫君・知子さん

16日 古屋 義夫君・由美さん

結婚記念日

4 日 亀谷 鉦一君 10 日 高木 修君

19 日 場々大刀雄君

２０１３年１月１８日（金）第２１２２回（１月第２例会）

アテンダンス表彰

22 ヶ年 伊藤 純君

19 ヶ年 屋嘉比良夫君

12 ヶ年 風岡 保広君

１ヶ年 加藤 宗生君

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

皆さん新年明けましておめでとうございます。

２０１３年が皆さんにとって良き年でありますよ

うにお祈りいたします。

最初の会長の挨拶を何にしようかとずいぶん悩

みました。新聞やテレビを見ていても、明るくな

るような話題は見られないのが現状です。

日本経済新聞の元旦の記事を紹介いたします。

経済新聞の１部には次のようなことが載っていま

す。１面には、「世界の５割の経済圏」の見出しが

あります。この５割は製造、消費がアジアが５割

を占めるということです。しかしその見出しには

「変わるアジアから見れば日本の時計の針は止ま

ったままだ」とかなり厳しいものです。アジアの

主要６カ国の世論調査では、アジアの中での主要

パートナーは、２０１２年、日本と中国が３０％

と同じ数字でパートナーを選んでいます。２０年

前は、日本は世界のＧＮＰの１５％ありました。

アメリカと合わせると、世界の４５％が二つの国

で占めていました。現在、日本の割合は、世界の

８％くらいだと思います。

この調査は２０年後のパートナーとして中国が５

５％、日本は４０％、韓国は２７％になっていま

す。世界は中国の経済力が大きくなると予測して

います。アジア全体の消費経済は、２０１３年、



アメリカを抜くことになりそうです。１面から

も日本の立場が悪くなるような記事になっていま

す。

２面には社説があります。タイトルは「国力を

高める。」見出しは、「目標設定で明るい明日切り

開こう」となっています。社説の始めの言葉は「日

本の国の力がどんどん落ちている。」です。社説の

中央の見出しは「国民よ、自信を持て」です。元

旦の社説でもこのような状態です。明るい明日は

本当にあるのでしょうか。

３面のトップは「物価上昇 何が起点に？」と

初めから？マークが付いています。自民党政権に

回帰し、安部総理大臣は、２％のインフレ政策を

あげています。日銀に円をだぶつかせてインフレ

を計画しています。しかし、私の意見ですが、イ

ンフレは当分、来ないような気がします。インフ

レになれば、日本の企業はより安い賃金を求めて

海外に依存します。物価はアジア全体が同じ価格

にならない限り、日本経済のインフレはありえな

いと私は思っています。多分、だぶついた円は、

公共投資や、株などに向かうと思います。日本へ

の投資に戻るようには思えません。また３面には、

今年から復興増税スタートの記事があります。所

得税の２．１％が増税になり、２５年間続くこと

になっています。

４６面には日本の人口の減少の記事があります。

１２年は２１万人の減少です。ちなみに１１年は

２０万２０００人の減少でした。出生は１０３万、

死亡は１２４万にとなっています。

日経新聞の２部は「ＩＴ」特集です。ほとんど

内容は、ＩＴでも負けるな日本という内容です。

３部は文化、教養特集です。４部は芸能、テレビ

番組、スポーツの話題になっています。第５部は。

住宅特集です。

１１年までは、株価や景気の予測特集がありま

した。１２年、１３年はこの特集がありません。

これはその紙面です。なぜ、私が保存しているか

と申しますと、私も一人の預言者として、１年の

予測数値を記入しているからです。回答者は日本

を代表する大企業の社長や金融会社の専門の人た

ちです。１１年の正月の予測しかありませんが、

回答者の半分以上の項目が当たっていません。株

価の予想や日本経済の成長率などはまったく当た

っていません。日本の経済の外部要因が大きいか

らです。４年前のリーマンショック、２年前の、

東日本の地震、昨年のタイでの洪水、昨年のヨー

ロッパ通貨危機のどの予測不能の事柄が多く起き

ています。ただし、ヨーロッパ通貨危機に関して

は、私は予測可能と思います。しかし、ほとんど

の日本人評論家は、始めの頃、この問題を大きく

取り上げていません。この通貨危機によって中国

の経済は停滞することになりました。また、中国

の成長率の鈍化が日本の経済を直撃しています。

中国での日本製品のボイコットも日本にとっては

深刻な問題です。

この経済予測は、日経新聞は中断しました。日

本経済新聞も、予想ができないと私は思います。

同じように、日本を代表する社長や、金融の専門

家も予測が難しいからだと思います。地震と同じ

ように「想定外」の事柄が多すぎるからでしょう

か。今年の日本経済新聞を見ていますと、守りが

主体になっているように感じます。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

第7回理事役員会報告 日時2013年1月11日(金)

審議事項

第 1 号議案 ：開始貸借対照表及び 12 月収支表の

件 承認

第 2 号議案 ：次年度理事役員担当役割の件

承認

第 3 号議案 ：小牧 RC 創立 45 周年記念式典への

出席とお祝い金の件 承認

第 4 号議案 ：「仙台空港をﾊﾞﾅｰで埋め尽くし被

災者を見守る」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「仙台空港のﾓﾆｭﾒﾝﾄを建

立する」件 承認

協議事項

第 1 号議案 ：南釜山 RC姉妹提携継続の為の訪

問の詳細について 承認

報告事項

① 45 周年事業｢ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｾﾌﾞ島の小学校に水洗ﾄｲ

ﾚの寄贈｣の着手金の支払い

② 春日井市社会福祉協議会 平成25年第1回評

議員会出席について

出席者 名畑 豊会長

日時平成 25 年 1 月 30日（水）PM2 時から

場所 青少年女性ｾﾝﾀｰ（ﾚﾃﾞｨﾔﾝかすがい）

③春日井青年会議所 2013 年 1 月定時総会 出

席について

出席者 名畑 豊会長

日時平成 25 年 1 月 23 日（水）PM5：30 から

場所 ﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ勝川

④「ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金管理ｾﾐﾅｰ」参加について

参加者 会長ｴﾚｸﾄ 屋嘉比良夫君、次年度幹事

加藤久仁明君、次年度財団委員長 清水 勲君

日時 平成 25年 1 月 30 日（水）ＰＭ2～6時

場所 名古屋東急ﾎﾃﾙ

◎例会変更

多治見リバーサイド １月２９日 (火) １月２９日（火）１２：４５

ＲＣ 移動例会の為 オースタット国際ホテル

一 宮 １月３１日 (木) １月３１日（木）

ＲＣ 夜間例会合の為 江美

愛知長久手 １月２２日 (火) １月２2 日（火）

ＲＣ 例会場都合の為 トヨタ博物館



一 宮 北 １月２５日 (金) １月２７日（日）17：00

ＲＣ 親睦例会の為ガーランズ一宮

名古屋千種 １月２9 日(火) １月２９日（火）１７：３０

ＲＣ 夜間例会の為 城山八幡宮

小 牧 １月３０日 (火) １月２７日（日）

ＲＣ ４５周年記念事業の為 名鉄犬山ホテル

名古屋空港 １月２８日 (月) １月２８日（月）

ＲＣ 補助金事業の為

名古屋清須 １月２９日 (火) １月２６日（土）

ＲＣ 新年会の為

◎例会休会のお知らせ

○名古屋北ＲＣ １月２５日（金）は休会

○名古屋丸の内ＲＣ １月３１日（木）は休会

○愛知長久手ＲＣ １月２９日（火）は休会

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５３名 欠席 14 名 出席率84.7%

先々週の修正出席 欠席 3 名 出席率94.2%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○今年も謡曲で謡います。 山口 由起君

○喜寿のお祝いありがとう。 早川 八郎君

○祝賀謡いをさせて頂きます。 岡田 義邦君

北 健司君

○入会できました事に感謝して 河村 哲也君

○新年おめでとうございます。 名畑 豊君

○おめでとうございます。今年もよろしくお願い

致します。 屋嘉比良夫君

○本年４月より 財団法人法改正により 一般財

団法人 足立病院として、昨年１２月県の認可

を得ました。（ 愛知県では、財団法人は一つだ

けです。 ） 足立 治男君

○河村哲也君をお迎えする喜びで。風岡 保広君

○おめでとうございます。 加藤 茂君

○新しい年になりました。今年もよろしくお願い

します。 近藤 太門君

○河村哲也君の入会を祝って。 宅間 秀順君

○新年おめでとうございます。今年もよろしくお

願いします。

浅井 瀧治君 磯野 俊雄君 梅田 英夫君

小川 長君 太田 弘道君 亀谷 鉦一君

加藤久仁明君 小島 啓冶君 志水ひろみ君

清水 勲君 社本 太郎君 杉山 孝明君

峠 テル子君 成瀬 浩康君 中川 健君

長谷川英輝君 林 鑛三君 林 憲正君

蓮野 美廣君 古屋 義夫君 森田 誠君

松尾 隆徳君 山田 治君 和田 了司君

大畑 一久君

２０１３年～２０１４年春日井ＲＣ理事 役員

理事 役員 会長 屋嘉比良夫君

〃 副会長（記念式典事業）大橋完一君

〃 副会長（対外記念事業）太田弘道君

〃 会長エレクト 加藤久仁明君

役 員 幹事 加藤久仁明君

〃 副幹事 近藤 太門君

〃 ＳＡＡ会員増強 風岡 保広君

〃 会計 森田 誠君

理 事 クラブ奉仕（記念式典）社本太郎君

〃 職業奉仕（セブ島） 長谷川英輝君

〃 国際奉仕（あしなが）中川 健君

〃 社会奉仕（サボテン）和田 了司君

〃 新世代 宅間 秀順君

役 員 親睦活動（懇親会） 蓮野 美廣君

〃 プログラム委員長 峠 テル子君

〃 ロータリー財団 清水 勲君

〃直前会長（45 周年実行委員長）名畑 豊君

（河村哲也君 入会式）

(謡曲部会)




