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皆様、こんにちは。巷では
まだまだ新年会と言う名前の
飲み会が多く開催されている
ようですが、そろそろおとそ
気分も抜け普段の生活に戻り
つつある今日この頃だとご推
察申し上げます。
本日は新春恒例となりました、ぶぎん地域経済研
究所の佐藤常務様による経済講演会がゲスト卓話と
して行われます。佐藤常務様に於かれましては、年
明けのご多用の中、快く御引受け頂き感謝申し上げ
ます。先週は、スイスフランだなんて言う私なんぞ
がまだ一度もお目に掛った事の無い通貨の影響で株
式が下げの影響を受けたりその結果安全の金が買わ
れ金の価格が上昇したりとお金持ちもあちこちに目
を配らなくてはいけなくて大変だなァと株式にも金
にも縁のない私は思う訳です。
しかしながら、経済の事は知らないより知ってい
た方がイイ訳ですから、しっかり勉強させて頂こう
と思っております。後程佐藤常務様宜しくお願いし
ます。
３５周年記念事業を控えた岩槻東ロータリークラ
ブの菊池会長・宮本幹事・山形３５周年実行委員長
様がお越しくださいました。同じ第４グループで菊
池会長と宮本幹事様には毎月の会長幹事会で私と新
井幹事が大変お世話になっております。
３月８日に浦和パインズホテルにて３５周年記念
式典が行われる予定と聞いております。おめでとう
ございます。当日は私も出席させて頂く予定です。
式典が成功されます様ご祈念申し上げます。
２月２日に中村雅之会員のお骨折りで、大竹会員
の８８歳米寿のお祝いと関根会員の８０歳傘寿のお
祝いをパレスホテルで行います。大勢の会員と共に
祝うことが出来ればと思っております。皆様方のご
出席をお待ちしております。
本日も充実した例会になります事をご祈念申し上
げ本日の挨拶と致します。
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お客様ご挨拶
岩槻東ロータリークラブ
会長 菊池和彦 様
皆さん明けましておめでとうございます。皆様
におかれましては恙なく新しい年をお迎えのこと
と思います。心よりお慶び申し上げます。
只今ご紹介頂きました私ども岩槻東ロータリー
クラブ、日頃から大変にお世話になっておりまし
て前年度は木本ガバナー補佐、今年度は会長、幹
事には、いつも会長幹事会でご指導頂いておる次
第でございます。
2015年と申しますと特別な暦の上では新しい年
と云う事で今日もいよいよ未来に入ったのかな、
と 思っ てお り ま す 。 水 素 で 動く 自 動 車 の時 代 が
来、４Ｋ、８Ｋというテレビですとか、医療業会
でも極端な事を申し上げますと長寿の薬も出てく
るような時代だと聞いております。ですから、私
どもも35周年記念を起点として新しい方へ改革し
て いか なけ れ ば な ら な い の かな と 考 え てお り ま
す。甚だ簡単ではございますけれども、皆様のご
多幸、ご健勝を祈念致しまして会長の挨拶とさせ
て頂きます。今後共大宮西の皆さん宜しくお願い
致します。
岩槻東ロータリークラブ
岩槻東ロータリークラブ
35周年記念実行委員長
35周年記念実行委員長 山形照之 様
大宮西クラブの皆様今日は。岩槻東RC 山形照之
です。本日は大宮西クラブ会員の皆様にお願いに
参りました。私たち岩槻東RCは1980年10月28日、
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28名の会員により岩槻RCさんをスポンサーとして
赤塚ガバナー、星野特別代表の元、第257地区74番
目のクラブとして創立誕生しました。早いもので
今年度35周年を迎えます。ささやかですが、35周
年記念式典を平成27年3月8日(日)浦和ロイヤルパ
インズホテルにて午後4時30分より開催致します。
第4グループのクラブ会員の皆様、特に大宮西クラ
ブの皆様の大勢の参加をお願いに、本日参りまし
た。出席をよろしくお願い致します。記念講演に
は、女優で東京恵比寿ロータリークラブの司 葉
子様がお越しになります。司様は東宝時代、数多
くの映画に主役として出演し、又、数々の褒章を
頂いております。素晴らしいお話が聞けると思い
ます。アトラクションは素晴らしい音楽を用意し
ています。
後日、会長、幹事さんに参加を聞いて頂きます
ので是非とも出席をお願い致します。一部地区の
役委員さん、会緒、幹事さんには、個人的に案内
を出させて頂いております。本日は例会の貴重な
時間を借りましてお願いにあがりました。大宮西
クラブ様の大勢の参加お待ちしております。

幹事報告

幹事

新井清太

・２月１９日（木）第４グループ
ＩＭ（インターシティミーティング）の出欠を
至急お出し下さい。
・２月２６日（木）地区開催の新会員の集い、入会
３年未満の方は積極的にご参加下さい。
・３月２８日（土）に鉄道博物館を貸切り、近隣小
学校の子供たちを招待する社会奉仕事業を計画中
です。会員ご家族も可ですので是非ともご参加下
さい。
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皆さんこんにちは。今日で日本
に来て丁度5か月、私の声は素敵です。沢山友達出
来ました。日本語を学んでいます。時々ホーム
シックになっていました。家族いないし、ブラジ
ルの食べ物！でも大丈夫です。いつもスカイプす
る。友達、ブラジル人の友達、家族、『エド、日
本はどうですか？』『忍者いる？』『毎日寿司を
食べる？』。違う、違う、日本はとても違う、毎
日寿司を食べない、肉とパスタ。忍者、今いな
い。でもここが好きです。日本の文化キレイでよ
かった。日本語難しい。でもいま良いです。みん
な親切です。みんな友達です。時々思う。今ここ
に住んでいる、でも、ああ家族いない、ブラジ
ル。でも楽しいです。ありがとうございます。

昨年度は第4グループの運営に際し、多大なるご
理解とご協力を賜り、誠にありがとうございました。
さて、昨年度第4グループではＩＭ事業と致しま
して、さいたま市が進める目指せ日本一サクラサク見
沼田んぼ桜の苗木植樹計画に参加致しました。
第4グループ7クラブ合同バザーの売上と、第4グ
ループチャリティー親睦ゴルフ大会のチャリ
ティーにて、桜の苗木１０本（合計￥５０万円）
を上記計画に寄贈致しました。
昨年9月過ぎから、さいたま市公園緑地協会と植
樹場所や植樹時期について打合せをしてまいりま
したが、さいたま市公園緑地協会と埼玉県や地主
さんとの打ち合わせがなかなか思うように進まな
いそうで、桜の苗木10本を連続して植樹する場所
が見つからないとの事で、結局昨年11月に5本、今
年の4月に5本植樹することになりました。また場
所につきましても調整がなかなかうまく進まず、
昨年11月植樹の5本につきましては別紙のように、
さいたま市北区本郷町地内の見沼代用水西縁付近
になりました（さとえ学園小学校グランド西
側）、昨年の暮れにさいたま市公園緑地協会より
昨年 11月 分の 植樹 完 了の 知ら せ があ りま した の
で、皆様にご報告申し上げます。
別紙はさいたま市公園緑地協会からの植樹完了
のご案内・地図、そして木本が撮影した植樹の写
真でございます。ご参照下さい。桜の苗木は３ｍ
程で、前に寄贈者の記念プレート支柱が立ってい
ます。春になって桜の花の咲くのが楽しみであり
ます。ご協力頂きました第4グループの昨年度各ク
ラブ会長・幹事、IM実行委員そしてロータリアン

の皆様に心より感謝申し上げます。
今年4月の植樹5本につきましても、またご報告
申し上げます。ありがとうございました。

お誕生日おめでとう！
1月生まれ
月生まれ
親睦活動委員会
小木曽賢己 委員長
松本健一(4日)、古屋実男(13日)、神保裕昭(16
日)、中村雅之(20日)、大竹庄藏(21日)、吉澤 隆
(23日)、渡邊 雄(25日)、吉田奉行(28日)、新見和
男(29日)、各会員

米寿･傘寿のお祝いご案内
発起人：林 正、内海敏雄、
中村雅之、各会員
大竹庄藏会員は米寿、関根政勝会員
は傘寿を迎えられます。
大勢の方のご出席、宜しくお願い致します。
日時：2月2日(月)午後6時～
場所：パレスホテル大宮
参加費：10,000円

ゲスト卓話
(株)ぶぎん地域経済研究所
常務取締役 佐藤伸夫 様
『2015年の経済見通し
について』
１．日本経済への追い風
今年の日本経済には、幸運にも３つの追い風が吹
くことが見込まれます。まず一つ目は、円安定着で
す。昨年は年平均で約１０６円/米ドルでしたが
、今年は１２０円前後と予測しています。円安
は、輸入物価上昇を招き私達の生活を圧迫するデメ
リットがありますが、輸出増加・輸出企業の収益拡
大輸出増加・輸出企業の収益拡大・株価上昇による

『デフレ脱却』という、賛否両論ありますがアベノ
ミクスの最初の狙いが達成されるメリットがあります。
次に二番目の追い風は原油価格下落です。アジア
における原油取引の参考指標となるドバイ原油価格
は昨年の年平均で約97ドル/バーレルでしたが、今
年は高めに見ても80ドルと予測しています。昨年の
わが国全体で原油やＬＮＧなどの鉱物性燃料の輸入
額は約29兆円と見込まれますので、原油価格が1割
下落すると、3兆円弱のお金の国外への流出が防げ
ることになりますし、この効果は一番目の追い風円
安よりも国内全体に広く波及し減税と同じ効果が期
待できます。仮に3割下落すると10兆円弱となり、
昨年の３％の消費増税分がチャラになります。まさ
に、日本経済にとって思ってもいなかった恵みの雨
となるでしょう。
最後の三番目は実質賃金増減率が昨年11月時点で
19カ月続いているマイナスから漸くプラスに転ずる
ことが見込まれることです。実質賃金増減率は『所
定内給与増減率』から『消費者物価上昇率(生鮮食
料品を除く)』を引いた差としていますが、昨年4月
以降消費増税の影響で２％を超える大幅なマイナス
でした。それが今年4月以降は消費増税の２％分が
剥落することと、昨年賃上げ実績などを加味すると
実質賃金増減率が最低でも０％もしくはプラスに転
ずることが見込まれます。
２．日本経済の成長見通し
まず、昨年の反省からお話ししなければなりませ
ん。2014年度の国内経済は、円安にもかかわらず輸
出が伸び悩み、急激な物価上昇に伴い実質賃金増減
率が大幅なマイナスとなるなど実質国内総生産は前
年度比＋1.0％から-0.6％と1.6ポイントの大幅な下
方修正を余儀なくされました。
一方、2015年度の国内経済は、円安定着による輸
出のＪカーブ効果(増加)が今年こそは期待され、そ
れに伴う生産活動の改善や企業収益拡大による設備
投資の回復が見込まれます。加えて、原油価格下落
による消費増税3%分にほぼ匹敵する減税効果や今年
4月以降に2ポイントの物価押上分が剥落することか
ら実質賃金増減率のプラス転換も見込まれる等、雇
用・所得環境が改善し、個人消費も緩やかに増加す
ると見ています。2015年度
の実質国内総生産は前年度比
＋1.9％回復すると予測して
います。以上で私のお話を終
わりにします。ご清聴ありが
とうございました。

