
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1328 回 （本年度 11 回） 

平成 27年 10月 1日（木） 例会 

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   古 越 孝 男 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 徳 安 久 是 親睦委員 

欠席者：河合会員、仁上会員 
  

お客様紹介 市 川 功 一 会 長     
向井  稔 様（ゲストスピーカー・鎌倉 RC） 

小川 湧三 様（川崎鷺沼 RC） 

丁  中斐 君（米山奨学生） 
 
奨学金贈呈 

 
 

 
 

 
 

 
 

丁  中斐 君（米山奨学生） 
 

会員お祝い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

誕生日おめでとうございます。 

徳安 久是会員 

（昭和 35年 10月 9日生まれ） 

本日のミニ情報 市川 功一 会長 

来年度に向けての第 1回指名委員会（若狭委員長）が

先週開催されました。11 月の第 1 例会までに次年度の

理事・役員候補を選出・掲示し、12 月の総会で承認を

いただく、という手順になります。難関は会長エレクト

の人選ですが毎年その困難度が増して来ています。長い

目で見てそれを解消する方法は会員拡大に尽きると思

います。そういう意味でも是非増強目標を達成しましょ

う！ 

会長報告 市川 功一 会長（10 月８日） 

◇理事会報告（会報掲載） 
１.会長案件 
 ①東日本集中豪雨被災地への義援金協力については、

受付に募金箱を設置しご協力いただく事とする。  
２．クラブ奉仕委員会 
 ①10月・11月のプログラム承認 
  10月 15日 クラブフォーラム（社会奉仕） 

防犯ネット贈呈式 

  10月 22日 月間卓話：川崎市長 福田紀彦樣 
「私がアメリカで学んだ事」 

  10月 29日 ガバナー補佐を迎えて、クラブ協議会 

  11月 5日 会員お祝、卓話：㈱証券ｼﾞｬﾊﾟﾝ調査情 
報副部長 増田克美樣「株式展望」 

  11月 12日⇒14日(土) 地区大会移動例会 
  11月 19日 ガバナー公式訪問  

卓話：箕田敏彦ガバナー 

  11月 26日 移動例会 ﾎﾃﾙﾒｯﾂ武蔵溝ﾉ口内 「桂林」 

 ②年末家族会について 
  会場：ｸｲｰﾝ･ｱﾘｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ日吉に変更 

点鐘 18：30 承認 内容については検討中 
 
３．社会奉仕委員会 

①防犯ネットの区民祭での配布：10月 18日(日) 
 等々力緑地公園 中央噴水広場 11時 10分集合 
②東日本大震災義援金は、11月頃から協力をお願い 
致します。昨年度と同様に次年度へ繰り越し、 
30周年の時に 3 年分を大 
船渡 RCへ届けたい。承認 

 
４.国際奉仕委員会 
  ①9/24卓話の横浜戸塚 RC国際奉仕事業「ネパール･

ｽﾘ・ｼﾞｬﾅﾀ小学校への支援」に 5万円協賛承認 
************************************************ 
１. 地区より、地区補助金が振込入金されました。 
  鈴木社会奉仕委員長、事業実施に向けご対応お願い

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 ２１名 ４名 ９１．３０％ 

前々回(9月 10日)欠席 10名 Make up 4名 ９０．４８％ 

 

  

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3分） 
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『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



致します。 

幹事報告 会田 公雄 幹事（10 月８日） 

１．地区からの来信 

①第49回神奈川県ﾛｰﾀﾘｱﾝ親睦テニス会（上野杯）案内 
 日時：2015年11月10日(火) 9：30集合 
 会場：湘南ローンテニスクラブ 
 
２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎とどろきRC 
 10月19日(月) 移動例会日本料理まつお点鐘18：00  
●川崎麻生RC  
10月23日(水) 職場訪問移動例会  

横田基地 10：00-13：00 
 10月30日(金) 休会 
11月13日⇒13日(金)･14日(土) 地区大会へ振替  

●川崎中央RC  
10月26日(月) 例会後、職場訪問 靖国神社  

３．他クラブ会報の回覧  新川崎RC 
 
 

卓 話  向井 稔 様（ 鎌倉 RC ） 

「 最近の国際金融情勢  」   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、市場の関心事として多くの市場参加者が

注目している事柄を列挙してみます。 
 

以下のポイントをどう分析し、評価・予測す
るのかが市場における投資マネーの今後の方向

性を読む上で重要なカギとなると思われます。 
 

① 中国の経済成長鈍化の影響と新たな国家戦略
の方向性 

人民元の切り下げと中国株式市場の急落の意味 
 

② 米国 FRBによる金融政策の正常化に向けた 
ステップ 

イエレン議長の思惑をどう読むのか？ 
 

③ 日銀による質的・量的金融緩和政策の着地点 

株価の急落、物価の低迷、景気の腰折れ等により 

「次の追加緩和策」があるのか？ 

黒田総裁の胸の内は？ 
 

④ ECB による量的緩和策の導入とギリシャ政治・

経済問題 

9 月 20 日のギリシャ総選挙後のチプラス政権を

めぐる不安と、デフレ懸念の再熱に向けての ECB

ドラギ総裁の手腕 
 

⑤ 新興国の金融緩和競争と通貨安戦略 
一方で、米国金融引き締めによる大量投機資金海

外流出に対する懸念 
 

⑥原油価格の長期低迷と今後の動き 
資源輸出国の疲弊と Disinflation 経済の長期化 
 

⑦ウクライナ問題とロシア経済の崩壊危機 
対ロシア経済制裁の継続と欧州経済への悪影響 

 
ニコニコ報告   徳 安 久 是 親睦委員 

小川 湧三 様（川崎鷺沼 RC） 

 お世話になります。 

 向井様の卓話を聞きに来ました。 

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  

  今年度も早いもので 3か月が過ぎ、指名委員会が 

先日開かれ、そろそろ来年度の足音が聞こえて来 

ました。今月は第５木曜までフルに例会がありま 

すのでよろしくお願いいたします。 

山田 一之 会員 

  向井さん、遠いところ又お忙しい中卓話有難うご 

ざいます。またよろしくお願い申し上げます。 

戸張 裕康 会員 

  向井さんありがとうございます。前々回のお話しから、と 

ても面白くて、今日もとても楽しみにしております。イエレ 

ン議長の決断は 10月？12月？ 

都倉 八重子 会員  

 皆様、テレビ放送を見てくださいましたか？戸張さんと

川崎北の帯谷さんはしっかり映っていて、 

テレビデビューしていただきました。次回は（5日） 

は、モールで「ウサギ」を作りますので是非ご覧 

くださいね！！ 

ＳＡＡ一同 

 今日から 10月入りです。夜が長くなり、昼夜の温 

度差も大きくなりました。皆様お身体に十分気を 

付けてください。ちなみに 10月は「日本酒の日」 

です。「天高く馬肥ゆる秋」食べ過ぎ飲みすぎに注 

意しましょう。 

親睦委員会一同 

秋の夜長、寝不足には注意してご活動ください。 

「みんなニコニコ」   

鈴木 次男 会員・山本  剛 会員・小泉 正博 会員 

Mr.SUZUKI会員・高木健太郎会員・若狭 滋則 会員 

工藤 和弘 会員・神谷  一 会員 
 

 
次回 １０月１５日の卓話予定 

クラブフォーラム（社会奉仕） 

ニコニコボックス 本日 16,000円 累計 219,000円 

記念日ニコニコ 本日 5,000円 累計 30,000円 


