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第2835回 村山年度 第18回 会報 2018 12-26 司会 荒牧明二君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  井出法君 （出席規定の免除会員数7名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 12月26日 37(7) 29(5) 8(2) 82.9% 

前回 12月12日 37(7) 30(4) 7(3) 88.2% 1人 91.2% 

会長挨拶 村山茂会長 

 皆様、今日は。いよいよ2018年最後の例会を迎
えることとなりました。振り返ってみますと、2018年
は夏の猛暑と自然災害が印象に残っています。清
水寺恒例の今年の漢字も「災」になりました。2月の
北陸の豪雪、7月の西日本豪雨、9月の北海道地
震や台風21号など自然災害が多発した年でありま
した。 
 そのような中で、ある勉強会に参加する機会があ
り、BCP（Business Continuity Plan）事業継続計画
についてお話しを伺ってきましたので、ご披露させ
ていただきます。 
 事業継承ということで後継者難であるとか、相続
対策とかのお話しはよく耳にいたしますが、これは、
災害や集団感染等の企業リスクに対応するもので
す。非常時にあっても事業継続できる一定の体制
を整えておくこと。あるいは、この計画を策定する
段階で、必要な業務改善事項を明確にし、対処し
ながら、計画策定時にはその体制が整えるという
内容です。 
 地震による被害といった場合、建物被害、人的
被害、道路被害、ライフライン被害、2次災害として
の火災などが想定されます。東日本大震災では関
東～東北地方を中心に多くの企業が被災して業 

務の中断を強いられ、そのまま倒産・廃業に追い
込まれた企業も少なくありませんでした。一方で、
そうした緊急時に重要な業務の継続を図るための
計画を準備していたおかげで、早期復旧を果たし
た企業も存在します。 
 地震の時に倒壊を防ぐための物理的な補強、固
定はもちろんですが、特に重要だと感じましたのは、
緊急種類（火災、風水害、地震）ごとの行動計画策
定及び社内での共有。従業員及び主要取引先と
の連絡体制の構築。通信手段の確保（メールが有
効）。財務対策。地域内連絡・協力体制の構築な
どが挙げられます。当地域は比較的災害が少ない
場所ではありますが、自然災害のパーワーが増し
ている近年でありますので、このような準備も必要
ではないかと感じた次第です。 
 蛇足ですが、保険会社の保険金支払い額は、東
北大震災を上回るとのことで、今後、損害保険料
の料率が見直される模様です。 
 本日は、この後会長によるクラブフォーラムとなっ
ておりますので、開会のご挨拶は以上とさせてい
ただきます。ご清聴ありがとうございます。 

幹事報告 大島三千三副会長 

村山年度第18回幹事報告 
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 米山記念奨学会より、2019年度世話クラブ並
びにカウンセラーの依頼が届きましたが、現在
権鎬珍君の2年間の世話クラブとなっていること
を理由にお断り致しました。 

 ハイライトよねやまが届いております。現在回覧
しております。 

委員会報告 大島三千三副会長 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けますの
で、報告のある委員会は報告願います。 

 広報委員会 委員長 鈴木久雄君 

 皆さん今日は広報委員会からの、お礼とお願
いでございます。フォトコンテストに参加されまし
た14名の方、作品の方も39点の応募となりました。
有難うございます。心より感謝申し上げます。 
 ホームページに作品を掲載しましたが1点だけ
漏れてしまった作品があり、訂正し掲載しました
のでご了解願いたいと思います。 
 またメールで訂正依頼を出したのですが、中に
は届いていないという方がおられました。届いて
ない方には再度メールいたします。 
 投票締め切りが28日となっていましたが、29日
まで延長しますのでよろしくお願いします。 

 職業奉仕委員会  委員長 石山桂子君 

 親睦委員会より新年会のご案内をいたします。
日にちは1月9日水曜日、場所は当会場石山となり
ます。点鐘は6時30分、アトラクションとしましてお
餅つき、フォトコンテスト、お花の抽選会を予定し
ております奮ってご参加ください。 

ニコニコボックス 鈴木隆子君 

村 山 茂 君 本年も大変お世話になり、有難
うございます。よいお年をお迎
え下さい。 

安 藤 譲 治 君 こっこ食堂の明日のイベントへ、
ご寄付いただき有難うございま
す。 

豊 田 哲 司 君 クリスマス家族会でのご来館あり
がとうございました。 

今後の日本の景気について 
 前田貴宏君 

 皆さんこんにちは、栃木銀行黒磯支店の前田で
ございます。年の瀬を迎えお忙しいことと存じます。
私は、今年１０月より黒磯ロータリークラブに入会を
させていただきました。早いもので３か月が経過し
ようとしております。当クラブの活動につきましては、
色々と勉強させていただきたいと思っておりますの
で、今後とも皆様方のご指導をよろしくお願い致し
ます。 
 本日は、「今後の日本の景気について」現在の
金融政策を背景に、日銀の「経済、物価情勢の展
望」等を基に説明したいと思います。 
 本題に入る前に、昨日のニュースで、トランプ政
権の政策運営への懸念等から株価が急落する事
態となっております。（日経平均株価１９，１００円前
後 前日比約１，０００円下げ） 
 現在の市場の不透明感から、今後の景気を予測
するのは、難しい状況となっております。 
1. わが国の経済・物価の基本的見解・概要 2 



① わが国の経済・物価の現状 
「わが国の景気は、所得から支出への前向きの
循環メカニズムが働くもとで、緩やかに拡大して
いる。海外経済は、総じてみれば着実な成長
が続いている。そうしたもとで、輸出は、増加基
調にある。国内需要の面では、設備投資は、企
業収益が改善基調をたどり、業況感も良好な水
準を維持するもとで、増加傾向を続けている。」
「個人消費は、雇用・所得環境の着実な改善を
背景に、振れを伴いながらも、緩やかに増加し
ている。この間、住宅投資は横ばい圏内で推移
している。公共投資も高めの水準を維持しつつ、
横ばい圏内で推移している。以上の内外需要
の増加を反映して、鉱工業生産は増加基調に
あり、労働需給は着実な引き締まりを続けてい
る。わが国の金融環境は、きわめて緩和した状
態にある。物価面では、消費者物価の前年比
は、１％程度となっている。予想物価上昇率は、
横ばい圏内で推移している。」とあります。 
 この２０１８年は、金融緩和政策や財政出動に
より着実に経済成長を続けていると考えられま
す。また、２０１９年から２０２０年にかけては、設
備投資の循環的な減速や消費税率引き上げ
の影響を背景に、成長は鈍化するものの、外需
にも支えられて、景気の拡大基調が続くと見込
まれております。私たちが「景気がいい、よく
なっている」と感じるのは、私たちの給料や会社
の儲け、国の税収が全体的に上向きになったと
実感できる状態の時ではないでしょうか。 

② デフレ脱却と政策導入 
 日本経済は、長らくデフレに悩まされていまし
た。デフレとは、「持続的な物価下落」のこと。つ
まり物の値段がずっと下がり続けている状態の
ことです。物が安く買えるのでうれしいのですが、
メーカーや小売等は、利益を出すためにコスト
を削減しなければなりません。※デフレの悪循
環【商品の値段が下がる】⇒【会社が儲からな
い】⇒【コスト削減、給料が下がる】⇒【家計が苦
しくなる】⇒【物を買わない】⇒【商品の値段が
もっと下がる】 
 消費者物価指数は、１９８０年代平均４.４％ ２
０００年代平均０．６％ ２０１８年１１月統計総合０．
８％でした。政府は、早期に２％目標を達成し
たいのです。 
 では、こうした状況を打開するために、政府、
日銀が一体となってデフレ脱却に取り組んだ政
策が、アデノミクス「金融緩和」「財政出動」「成
長戦略」からなる３本の矢、日銀が、２０１３年４
月に導入した「量的・質的金緩和」（QQE）２０１
４年１０月には、長期国債の購入規模の拡大等
の追加緩和を行いました。（黒田バズーカ）で
す。 
 

③ 政策導入の評価 
 これにより、金融・資本市場には効果がありま
した。為替レートは、２０１２年１１月１ドル８０円 
前後から２０１５年１１月には、１２２円まで円安
が進みました。（現在は１ドル１１１円前後）日経
平均株価は、２０１２年１１月 ８，０００円台から２
０１５年１１月には、１９，０００円台にまで上昇し
ました。（現在は、２０，０００円前後）円安により
輸出企業は増加基調、株価も値を上げたので
す。 

④ マイナス金利導入の背景と効果 
 日本経済は、デフレからの完全脱却に向け政
策を進めていましたが、QQEによる金融緩和に
限界が近づいていたと思われます。その要因
には、原油価格の下落や中国経済に関する懸
念の高まり等を背景に、日本に留まらずアメリカ
やヨーロッパにおいて株価の急落や急激な円
高進行により、物価に悪影響を及ぼしかねない
事態となり、何らかの対策が必要な局面となっ
たのです。そのため日銀は、マイナス金利政策
によって、金融機関が日銀に資金を預けたまま
にしておくと、金利を支払わなければならなくす
ることで、金融機関が企業への貸出や投資に
資金を回すように促し、経済活性化とデフレ脱
却を目指しているのです。（当座預金の１０～３
０兆円程度） 
 実際の効果といえば、マイナス金利政策決定
直後に長期金利は０．１％を切り、住宅ローン
金利引き下げ等の動きもありました。借入金利
の低下により消費や投資への動きも出てきてい
ます。また、円安による外債投資も為替相場の
影響で期待出来るでしょう。 

⑤ 結び 
 今後の景気につきましては、実態として感じら
れるまでには、一定の時間はかかりますが、拡
大基調であると思います。今後の日本経済を
予測する上で重要になってくるのが、やはり２０
２０年の東京オリンピックでしょう。東京オリン
ピックを区切りとして、２０２０年以降も経済は拡
大するのかが焦点です。２０２０年以降の不況
に対する景気対策が過剰になると想定されま
す。日銀のレポートにおいても、消費者物価が
拡大を続け２％に向けて上昇率を高めていくと
記されていました。今後も金融緩和政策が続け
られるということです。アメリカや中国の設備投
資、原油価格の上昇等を考えると日本での本
格的なインフレ到来は、２０１９年以降ではない
かと思われます。今回の株価急落を受けて、今
後のアメリカ経済のゆくえが、日本経済にどう影
響するのか見守っていきましょう。ご清聴ありが
とうございました。 
 
資料 出所「日本銀行 経済・物価情勢の展望 ２
０１８年１０月」 
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クラブフォーラム 
村山茂会長 

 2018-19年度も6か月を経過いたしました。この間、
皆様には絶大なるご支援ご協力をいただきました
こと、改めてお礼申し上げます。本日は、年度当初
にお示しいたしました活動方針について、その達
成状況等を振り返り、それに対するご意見等を頂
戴し、残り6か月の活動に活かしてまいりたいと考え
ております。 
○ 例会の充実及びメイクアップの推奨：ポールハリ

ス語録の活用、外来卓話の活用 
 例会はクラブ運営の要であり、原点であるとの
ことから、最重要項目として皆様にご協力をお
願い申し上げました。中でも、外来卓話につき
ましては、9月12日会報委員会による「東京弁
護士会所属 小島好巳様」、9月26日国際奉仕
委員会による「那須塩原警察署 宇賀持久男
署長」、10月3日米山記念奨学会委員会による
「いのちの電話 宍戸信次郎理事長」、11月7日
青少年奉仕委員会による「北那須郷土研究会 
野崎賢治様」など、様々なジャンルのお客様を
お招きし、貴重なお話を伺う機会を設けていた
だきました。このことは、例会の充実と併せて地
域社会との接点にもなりますので、今後とも一
定の範囲で継続していければと考えております
が、皆様はいかがでしょうか。 

○ 奉仕活動の充実：全員参加促進 
 このことにつきましては、継続定番の奉仕活
動のほか、地域社会とのかかわりを深めるため
に、新しい奉仕活動しかも全員参加が可能な
活動の検討と実施をお願いいたしました。その
結果、社会奉仕委員会より那須塩原駅前広場
の清掃活動が企画され、黒磯高等学校イン
ターアクト部とともに実施いたしました。 
 他クラブの状況を見てみますと、地域イベント
に出店してポリオの募金活動を行うとか、皆様も
耳にされていると思いますが、まだまだやれるこ
とがあると感じておりますので、下半期に向けて
各委員会でご検討いただければと思っておりま
す。 

○ ロータリー財団、米山記念奨学会支援 
 このことにつきましては、当初計画通り実施い
たしました。その中で、ロータリー財団支援に 

つきましては、今年は、ポリオプラス＄３０が新
たに加わりました。黒磯クラブでは、ポリオに関
する直接的な支援が今まで殆んどなされていま
せんでした。ご承知の通り、ポリオはロータリー
が最重点項目として、その根絶を目指しており
ます。この際、黒磯クラブとしても一考の余地が
あると思われます。 

○ 米山記念奨学生の受入れ及びカウンセリング 
• 奨学生：権鎬珍(ｸｫﾝ ﾎｼﾞﾝ)君：宇都宮大学博

士課程（2018-19の2年間） 
• カウンセラー：平山  博 君 

 過日、2550地区より2019-20年における新規
受け入れ要請が届きましたが、現状に鑑み、新
規受入れにつきましては辞退いたしました。 

○ ロータリー・リーダーシップ研究会への参加 
 本研究会は文字通り、リーダーを育成するた
めのセミナー活動を行うものですので、会長エ
レクトあるいはノミニーが参加することが望まし
いと思います。もちろん、それ以外の方がロータ
リーを学ぶために参加することも全く問題ありま
せんので、我こそはと思われる方はお申し出く
ださい。 

○ 2名の会員純増 
 必達成したいと思っておりますので、皆様のご
協力をお願いいたします。 

 以上、2018年の主な活動経過等を述べてまいり
ました。皆様からご意見等があれば承りたいと思い
ます。 
 それでは、以上をもちましてクラブフォーラムを終
了とさせていただきます。改めまして、本年中は大
変お世話になり有難うございました。皆様におかれ
ましては、ご健勝にて清々しい新年をお迎えくださ
るようご祈念申し上げます。 

 12月27日、那須町内のホテルにて、安藤譲治会
員が代表を務める子ども食堂「こっこ食堂」の年忘
れイベントが行われ、黒磯RCより安藤会員の他に
会員4名がスタッフとして参加しました。黒磯高校イ
ンターアクトクラブより部員4名(引率の先生1名)もイ
ベントの司会などで参加し、会のサポートをしてく
れました。当日は親子合わせて30名が参加し、バ
ルーンアートの体験やクイズ大会、バイキングの夕
食を楽しみました。 

こっこ食堂の年忘れイベントの開催 
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次回例会     平成31年 1月 9日    担当  親睦委員会  新年会 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

12月26日欠席(敬称略) 
小野安正・秋葉秀樹・荒井昌一・植竹一裕
澤田吉夫・髙木慶一・檜山達郎 

前回 12月12日分メークアップ(敬称略) 
藤﨑善隆 
 
前々回 12月 5日分メークアップ(敬称略) 
鈴木久雄 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 

こっこ食堂年忘れイベントスナップ写真 
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