
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1266回 （本年度 41回） 

平成 26年 5月 22 日（木） 
 

点  鐘    河 合   束      会長 

司  会     若 狭  滋 則    会場監督 

斉  唱 「それでこそロータリー」「故郷」 

お客様紹介  河 合   束      会長 
  

向 井   稔   様（ゲストスピーカー） 

牛 山  裕 子 様（川崎大師 RC） 

田 邊  邦 夫 様（川崎鷺沼 RC） 

伊 藤  文 治 様（川崎中 RC） 
 

卓    話   向 井    稔   様 

「国際金融市場の新たな動き Part２」  
（日本コーポレートガバナンスネットワーク 
企画委員・横浜日独協会理事) 

本 日 は

前回 2 月

20 日 の

Part2 とい

うことで、

お 手 元 の

レ ジ ュ メ

を 見 な が

らお話ししたいと思います。    

FRB は米国の中央銀行。世界の金融市場で重要な

影響力を持つ中央銀行です。先日この FRB の新副議

長にスタンレー・フィッ

シャー氏が正式に就任

しました。8 年間イスラ

エル中央銀行総裁を務

め、米国の金融界・学会

では大物中の大物で重

鎮と言われています。何

故、スタンレー・フィッ

シャー氏が副議長にな 

ったのか。アメリカの中

央銀行がこれから大き 

《スタンレー・フィッシャー副議長》 

な課題に向かっていくため、イエレン議長とともに

難題を乗越え支えていく。盤石な体制をとったこと

が読み取れます。 

 前FRB議長のバーナンキ氏はサブプライムローン

やリーマンショックと多難な時に議長を務めました。

彼は世界恐慌を専門にした経済学者であり、世界恐

慌から救うという使命を持ち、矢継ぎ早に政策を執

行していきました。その、後始末が現 FRB 議長ジャ

ネット・イエレン氏です。バーナンキ氏が残した負

の遺産を彼女が背負っていくことになりました。1

人では可哀相ということでスタンレー・フィッシャ

ー氏が新副議長として出てきたわけです。 

 前議長のバーナンキ氏はリーマンショック後、異

次元の金融政策を導入しました。金利を下げるだけ

でなく金融市場にどんどんお金を供給し景気を浮揚

させる。これを 3 回行いました。3 回目が QE3（現

在実施）。異常ともいえる量的緩和、市中に出回って

いる国債を FRB が買う。残高は導入前の 5 倍へと膨

れ上がり、米国の GDP の 20％を超える規模になっ

ています。 （ちなみに日本は GDP の 45％、もっ

とヒドイ･･･） 

このQE3がいつまで実施されるかということに世

界の注目が集まっています。もうひとつ行ったのが

時間軸政策。一定の数値基準に達しない限り、現行

の金融政策を引締めへと変更しないことを市場へ公

表し約束する。これにより市場ではミスリーディン

グをしなくなります。このような政策を行い、昨年 5

月バーナンキ氏がそろそろQE3少しずつ減らしてい

こうかと言った途端、米国の債券市場は大暴落、新

興市場も混乱しました。しかし昨年 12 月の FOMC

で縮小を決定。今年に入り 1 月、3 月、4 月の FOMC

でも同様に縮小プロセスが続き、今月から毎月 450

億ドルとなり、年内には QE3 も終息するであろうと

言われています。 

 FRB 新議長イエレン氏は就任 1 か月後、「資産購

入額を 100 億ドルへ。フォワードガイダンスについ

て失業率 6.5％の数値基準を撤廃、今後の利上げに関

し、量的緩和終了後、目途として 6 か月を経て行う」

と発言、市場は大暴落しました。イエレン議長の真

意は、QE3 はおそらく年内に終わる。非伝統的手段

の量的緩和と本丸である金融政策は違う。ゼロ金利

の解除を決定するのはまだ先だということでしたが、
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『ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を』 Engage Rotary Change Lives 

ＲＩ会長 ロン Ｄ.バートン 第２５９０地区ガバナー 市川 緋佐麿 
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誤解を与えたため何度も否定するしかありませんで

した。 

今後は、イエレン議長の情報発信能力・如何に市

場をコントロールできるかにかかっていると思いま

す。 

 次に投資マネーの行方。リーマンショック以後、

大量に供給されたドルは新興国へと流れました。一

気に新興国経済は拡大しましたが、新興国のファン

ダメンタルズ（経済構造）は改善されず、前議長の

バーナンキ氏の量的緩和縮小の発言をきっかけに先

進国へ逆流したのです。お金というのはボーダレス、

一瞬のうちに動きます。そのため新興国の通貨や株

価は急落しました。昨年から世界金融市場の方向性

は「ドル全面高」「債券から株式へ」「新興国から先

進国へ」と言われていますが、今年に入ってから米

国景気指標の悪化や中国の金融システムへの不安や

ウクライナ情勢等で新興国に戻ったが、これは短期

的な動きと見られています。 

米国株式市場は今でも高値を更新しています。米

国の経済の基調は強く、世界経済をけん引していく

と予想されています。その点日本はどうか。日銀の

黒田総裁は 2 年でインフレを 2％まで引き上げる自

信がある。そのため追加金融政策は行わないと言っ

ています。これからはドル金利と円金利がどうなっ

ていくのか。当面は一進一退、円もすぐには安くな

らないが中長期的にみれば円安ドル高と見ています。

世界の情勢によって円は安全通貨として買われ、円

が上がることもあると思います。 

 最後に自分なりの総括。「金融は驕っているのでは

ないか」金融は全能の神か。不景気になったら量的

緩和まで行い、金融が不況な状態を引張って行くの

だという驕りを持っているのではないか。 

 今、中国のようなファクトリーが出て、安い商品

を世界中にばら撒いてくれるような時代。インフレ

や通貨価値が落ちていくということを懸念する必要

はないんです。「景気が悪くなったら金融で良くして

いこう。自分たちはそういう役割を持っているとい

う驕りがある」これがすべての間違いだと思います。

政治も国民も金融界もすべてを中央銀行に任せすぎ

ている。我々は身の丈に合った水準というものがあ

ると思います。これを解ってない人が多すぎる。「日

銀さん、中央銀行さん、あの時は良かった、ユーフ

ォリアだよ。お金をどんどん刷って支えてくれよ」 

 おそらく向こう 1 年、2 年しないうちに世界中が

パンクすることになると思います。今は FRB も日銀

も怖い状態にほっかむりをしているだけ。金融に全

部寄りかかった。これが如何に弱いことか、脆弱な

ことかを知らなければいけないと思います。 

今、米国の FRB は出口戦略を 1 つ 1 つ議論して

います。アメリカの出口戦略はどうあるべきか議論

しています。そして徐々に戦略を出してきます。日

銀は怖くて何もしていない。FRB の戦略をコピーし

たいためです。 

 今後、年末にかけ本当にどうなっていくのかとい

うことを、皆さんも自身も知る時が来るかもしれま

せん。前回と今回お話ししたことを隅にでも置いて

いただければと思います。 

※当日配付のレジメも合わせてご覧ください。 
 

会員出席報告     高 瀬  建 夫 親睦委員 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２１名 １７名 ４名 ９４.４４％ 

前々回(5月 8 日)欠席 4名 Make up 0名 ９４.４４％ 

本日の欠席者：仁上 喜久夫 会員 
 

会長報告   河 合   束  会長（5 月 29 日分） 
 
１．平成 26年度 川崎市文化賞等候補者の推薦について、

実施要領と推薦依頼の文書が届いております。 

２．第 64 回中原区「社会を明るくする運動」推進委員

の就任依頼と推進委員会の案内が届いております。 

推進委員会：平成 26年 6月 12日(木) 10：00～ 

中原区役所 5階 502会議室 

社会を明るくする運動中原区大会：平成 26年 7 月

18日(金)13：30～16：00  中原市民館ホール 

３．中原区役所より下記 2点の案内が届いております。 

 ・中原区交通安全対策協議会総会  

6月 13日(金)午前 9時 中原区役所 502会議室 

 ・中原区交通安全対策協議会及び中原区交通安全母 

の会合同役員会  

6月 20日(金)午前 10時 中原区役所 502会議室 

４．神奈川子ども未来ファンドより、寄付の礼状と助成  
贈呈式･報告会のご案内･会報誌が届いております。 

  平成 26年 6月 1日(日) 13時～16時  

横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾟｰﾀｰｽﾞ 6階 第 3会議室 （回覧）  

幹事報告   市 川  功一 幹事（5 月 29日分） 
 
１．川崎稲生 RCより、第 1第 2第 3グループＩＭの報

告書（ＤＶＤ）が届いております。 

２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎中央 RC  
6月 9日⇒8日(日)-9日(月) 一泊移動例会  

箱根湯本雉子亭 豊栄荘 
●川崎中 RC     
6月 17日(火)夜間例会 ホテル精養軒  点鐘 17：30 

●川崎とどろき RC  
6月 23日(月)  夜間移動例会  

みなと横濱 荒井屋本店 点鐘 18：00 
6月 30日(月) 休会 

３． 他クラブ会報の回覧 本日はございません。 

４． 次週 6月 5日(木) 例会前 11時より、定例理事会
を 開催いたします。 

   理事・役員各位のご出席をお願い申し上げます。 
 
ニコニコ報告   高 瀬  建 夫 親睦委員 
 
牛山 裕子 様（川崎大師 RC） 

  初めて make up させて頂きます。宜しくお願い
申し上げます。 

 



 田邊 邦夫 様（川崎鷺沼 RC） 

  本日は make up に参りました。宜しくお願い
致します。 

 伊藤 文治 様（川崎中 RC） 

   ゲストスピーカー向井様のお話を拝聴させて頂
きたく参上しました。お世話になります。 

河合  束 会長・市川 功一 幹事 
昼前からの突然の雷雨には驚かされました。この
ような悪天候の中、今日は向井稔様に 1 時間の枠
で、2 度目の「国際金融情勢について」のお話を
して頂きますので宜しくお願いいたします。 

山田 一之 会員 
  お忙しい中遠いところありがとうございます。パ

ート 2 宜しくお願い申し上げます。 
戸張 裕康 会員 

   突然の雨にはびっくりしました。これから多くな
りそうですね。向井様、本当に楽しみにしていま
した。宜しくお願い致します。 

 山本  剛 会員 
  昨日のハンパです。 
プログラム委員会 
  向井様、本日は卓話宜しくお願い致します。1 時間
になりますが楽しみにお話を聞かせて頂きます。 

ＳＡＡ一同 
 「国際金融情勢について」２回目の卓話です。向井
稔様大変楽しみにしていました。宜しくお願い致し
ます。 

親睦委員会  
 負けた！マー君が負けた！レギュラーシーズンの
連勝は 34 で止まった。敗因は「自分が悪すぎた」
と多くを語らず。「今日負けて次の試合というのが
僕の中で本当に凄く大事だと思っている。しっかり
と準備して次の登板を迎えたい」と。素晴らしい！  

「みんなニコニコ」 

小泉 正博 会員・都倉 八重子 会員・原 秀元 会員 

鈴木 次男 会員・黒澤 穣 会員・小林 正樹 会員 

松川 正二郎 会員 

 

 

 

 

◆ 2014-15 年度のロータリーテーマ 
国際ロータリーのゲイリー C.K. ホァン会長エレク
トが「ロータリーに輝きを」を発表しました。 
 「ただ座って暗闇を呪うよりも、ロウソクを灯した
ほうがいい」 ロータリー設立の約 2,400 年前を生
きた中国の思想家、孔子の言葉を引用したゲイリー 
C. K. ホァン国際ロータリー会長エレクトは、孔子
を「世界で最初のロータリアン」と述べました。孔
子の教えに心を動かされたホァン会長エレクトは、

2014-15 年度のテーマを「ロータリーに輝きを」
（Light Up Rotary）とすることを発表しました。 
「世界には問題が山積みとなっており、大勢の人が
助けを必要としています。しかし、“自分にできる
ことはない”と言って、何もせずにただ座っている
人が大勢います。これでは、何もかも暗闇のままで
す」とホァン氏。世界 537地区からサンディエゴ（米
国）集まったガバナー夫妻に向けて、次のように語
りました。「ロータリーの考え方は、孔子と同じで
す。ロウソクを灯すのがロータリーです。私が一本、
あなたが一本。こうして、120万人の会員全員がロウ
ソクを灯します。力を合わせれば、世界を光で輝か
せることができるのです」 
テーマを明かしたホァン会長エレクトは、次年度に
それぞれの地域社会で「ロータリーデー」を実施し
たり、地元ローターアクトやインターアクトのメン
バーと一緒に奉仕プロジェクトを実施することによ
って、クラブが「ロータリーに輝き」をもたらすよ
う呼びかけました。「ロータリーをどう輝かせるか、
ご自分のロウソクをどう灯すかは、皆さん次第です。
自分が何を得意とするかは、ご自身がよくご存じの
はずです。地元地域社会が何を必要としているか、
どう支援できるかは、皆さんご自身のほうがお分か
りになるでしょう」 
会員増強の目標についても触れた会長エレクトは、
女性会員や若い会員の必要性や、世界の会員数を 130
万人に増やすという自身の目標について語りました。
配偶者や家族、友人をロータリーに誘うよう呼びか
けたホァン氏は、「活気あるクラブを築くために、
私たちが率先する必要があります。そのためには、
まず新会員を迎え入れることから始めようではあり
ませんか」と述べました。 
ポリオ撲滅活動の現状については、今の勢いを保て
ば、2018年までにポリオを完全に撲滅することが可
能、と述べました。「ポリオを撲滅すれば（必ずや
撲滅は達成できます）、ロータリーが偉業を成し遂
げる力を備えた組織であることが実証されるでしょ
う。また、ポリオ撲滅後に取り組む次なるチャレン
ジのための土台が整えられるでしょう。何より重要
なのは、永遠に続くプレゼントを世界に贈れるとい
うことです」 
ポリオ撲滅の闘いを続け、地元地域の人々の模範と
なり、会員基盤を成長させることによって、ロータ
リーを今までよりも輝かせることができると、ホァ
ン会長エレクトは願っています。「『ロータリーに
輝きを』、これが次年度のテーマですが、これには
テーマ以上の意味があります。私たちがロータリー
でどう生き、どう考え、感じ、活動するかが、この
言葉に込められています。すべてのクラブ、地区、
そして活動するすべての国で、日々、人々のために
何ができるか。それを表しているのです」 
 
※ ロータリー・デーを祝おう 
 ロータリー創立記念日の 2月 23日、世界各地の名
所で「End Polio Now」のメッセージを映し出すイル
ミネーションが行われます。 創立記念日に向けて、
ロータリー・デーを祝う 100 のアイデアが出されて
いますが、各クラブではどのような活動を計画して
いるでしょうか。 

ニコニコボックス 本日 24,000 円 累計 743,000 円 

記念日ニコニコ 本日    0 円 累計 105,000 円 
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