
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1518回 （本年度第 13回）例会 

令和 4年 1月 6日（木）ZOOM 併用 例会 
 

点  鐘  宮崎 玲児 会 長 

司  会   下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 
 

会員出席報告  

 
欠席者：坂本耕会員、坂口会員、髙木会員、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様紹介   
☆ゲストスピーカー  
 元 IMF 初代日本代表理事 小手川大助様  
☆牛山 裕子様（川崎大師 RC 会長） 

☆内野  徹様（川崎とどろき RC 会長） 

☆井上 佳則様（川崎とどろき RC 幹事） 

☆小川 湧三様（川崎鷺沼 RC） 

☆萩原ひとみ様（川崎中 RC） 
 

会員お祝い お誕生月おめでとうございます♪ 
 

坂本 暁彦 会員 

             １月３１日生まれ 
 
 

 

 

  
 卓 話  元 IMF 初代日本代表理事  

小手川 大助 様 
「国際政治経済情勢 
-バイデン政権の政策とアフガン撤収- 」 

 

 
国際情勢を伝える上で 2016年が歴史の転換点となっ

た。それはアメリカ大統領選挙とトランプ大統領の

政策をはじめとする「フィリピン大統領選挙」「フラ

ンス大統領選挙」「英国総選挙」「ドイル総選挙」など

既存の政治勢力が変わった。 

これにより貧富の格差拡大に対する反乱も起きた。 

米国はトランプ大統領となりその政策はわかりやす

く、現実的でオバマ大統領と対照的であった。ビジネ

スマンらしく交渉が好きで特に 1 対 1 のバイ交渉が

得意であったがマルチの交渉は嫌いだった。 

その中でも「白人労働者」「雇用」「収入増加」「海外

派兵の撤退」また雇用等が重要な政策だった。 

例としてアメリカで生産していた工場がメキシコな

どの国に移っていた会社をアメリカに戻す策を打ち

出す。メキシコに国境を作り安価な労働力を減らす

などに注力していることなど挙げられる。 

反対に国際問題をはじめ、TPP、CO2 環境問題、米軍

基地費用負担などはトランプ大統領にはあまり関心

はなかった。 

トランプ大統領はクイーンズ出身であり、クイーン

ズ出身者のいい加減さなどを揶揄してマスコミは

「彼の発言は無視し、行動のみに注目せよ（Don’t 

listen to him, watch what he does） 

と言っていた。 

トランプ大統領の尊敬する歴代大統領は「FDRとニク

ソン」で似たような政策を打ち出す。 

大麻問題については米国で 17の州が大麻を合法化さ

れた。 

アフガニスタンが世界の 85%が生産されていて、その

背後にいるのがイギリス。アヘン戦争以来続いてい

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２３名 １８名 ５名 ８５.７１％ 

前々回(12月 2日) 欠席 11名 Make up 1 名 ６３.６４％ 
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 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 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
 

 

 

会長・宮崎 玲児  幹事・江口 進 会場監督・小林 正樹 会報委員長・神谷 直  

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするに』 Serve to Change Lives 

ＲＩ会長 シェカール・メータ 第２５９０地区ガバナー 小倉 正 

井元雄一会員 ワンポイントエクササイズ   
年末年始の運動不足解消の 

ストレッチエクササイズ 
 
 
 
 
ストレッチ 



る。 

トランプ大統領は宇宙の謎の探求し NASAの予算を増

額した。オバマさんは減額している。 

その他イスラムテロの抹殺、生活様式の押し付けも

しないよう打ち出していた。 

トランプ大統領になったことで敗者となったのが

「ウォールストリート」「ネオコン」「主流マスメディ

ア」（ABCニュース、CBSニュース、CNN、ワシントン

ポスト）。背景の一つにトランプ大統領 Twitter が

3000 万件のフォローがあることからマスメディアを

使用せずに発信できる反面フェイクニュースを増え

た。 

この結果、2016 年以降のニュースはフェイクニュー

スばかりとなった。 

オバマ大統領時代の主流マスメディアの幹部はオバ

マ政権関係者ばかりだったためトランプ大統領は信

用をしない背景ができあがった。 

オバマ大統領はなぜ大統領になったかと言うと、ヒ

ラリークリントンを大統領にしないための対抗馬と

して黒人初の大統領を打ち出す策にでる。オバマ大

統領が勝利するよう作り上げる政策が打ち出され、

そのひとつが草の根募金を打ち出したが実際はヘッ

ジファンドであることからも理解できる。 

メディアの機能が弱まり現在は信頼できない世論調

査となってしまう。その原因、民主党、共和党の次に

中間層が増えている傾向にある。 

IMF報告だと今後 10年中国とインドが世界の経 

済成長の約半分を占める予測がる。 

アメリカ以外は安定政権になっているが、EU だけが

リーダー不在の状況である。 
 

【バイデン政権の特徴】 

トランプ大統領はトップダウンだったが、バイデン

大統領は組織力がしっかりしている。しかし不正疑

惑の混乱に巻き込まれ、人事に遅れが生じている。 

駐日大使ラームエマニュエル氏はバイデン大統領の

側近。 
 
【アメリカ大統領選挙以降の主要事件】 

バイデン大統領としてはアフガニスタン撤退論者。 

米露の関係はうまくいっている。バーンズ CIA c 長

官が上手に根回ししている。関係の修復に向かって

いる。 

米露の関係は再度チャンネルが構築。 
 
【米中関係】 

中国人は日本人とほぼ同じ生活水準に近付いている。

しかし若年労働者の急激な減少が今後起きるため、

社会と政治のリーダーシップが取れない。これら一

人っ子政策の問題が浮上している。 

習近平さんは後ろ盾無しで指導者となったので 8 年

かけて国政に納めた。IT による監視国家を作った。

アメリカと中国はうまくいってない。 

 

 
ニコニコ報告    
◆川崎大師 RC会長 牛山 裕子 様 
 新年おめでとうございます。今年も宜しくお願い申

し上げます。本日の卓話を楽しみにしております。  
◆川崎とどろき RC  
会長 内野 徹 様・幹事 井上佳則 様  
日頃より、市川ガバナー補佐・小林地区クラブ管理運
営委員・宮崎会長・江口幹事をはじめ川崎中原 RCの
皆様には、大変お世話になっております。本日は、卓
話を楽しみに参りました。どうぞ本年も宜しくお願い
申し上げます。  

◆川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様 
 あけましておめでとうございます。 
 今年もよろしくお願いします。  
◆川崎中 RC 萩原ひとみ様 
 新年おめでとうございます。 
本日の卓話、楽しみに拝聴させていただきます。 
本日もどうぞよろしくお願いします。   

◆宮崎玲児会長・江口 進幹事 
あけましておめでとうございます。 

小手川大助様、本日はようこそ川崎中原 RC へお越し
下さいました。卓話を大変楽しみにしておりました。
宜しくお願い致します。  

◆小林正樹会員 
 1月 6日は、私の入会記念日です。まだまだ頑張りま
す。皆様からのご指導、宜しくお願い致します。 
小手川様ようこそ。   

◆親睦委員会 
小手川様、雪の中、当クラブへ足をお運びいただきあ
りがとございます。目まぐるしく変わるお金の話、楽
しみにしています。  

◆SAA 一同 
 今日はまさかの雪ですね！一時乾燥から解放されて

透き通った空気が心地よいですね。 
 小手川様、本日は楽しみにしておりました。   
◆「みんなニコニコ」 
 小手川様、ようこそお越し下さいました。 

Mr.SUZUKI会員・市川 功一会員・神谷 直会員 
神谷  直会員・神林 久雄会員・菅野 研一会員 
河西俊市朗会員・坂本 暁彦会員 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニコニコボックス 本日 19,500 円 累計 225,500 円 

記念日ニコニコ 本日 5，000 円 累計 50,000 円 



 
会長報告 宮崎 玲児 会長（１月 20日） 
 
１．地区より、コロナ感染拡大に伴う地区方針と各クラ

ブへの要望が届きましたのでお知らせ致します
（１月 14日～2月 28日まで ） 

 
地区方針  
１．地区行事開催はオンライン（ハイブリッド含む）に

限り実施、オンライン開催ができない場合は中止
または延期 

２．地区委員会活動・地区行事における懇親会は行わな
い 

３．地区役職としてクラブを訪問（卓話等）することを
控える 

４.  各グループ会長幹事会はオンラインで開催する
ようガバナー補佐に依頼 

  

各ロータリークラブへの要望  
１．安全・安心を第一に、引き続き感染対策を徹底した 

クラブ運営をお願いします。 
例会・行事については現況を考慮し、各クラブにて
各クラブに見合う形で実施・中止等ご判断下さい。  

２．クラブ間の交流、会長・幹事の他クラブ訪問（表敬
訪問等）は見合わせて下さい。  

３．クラブへの地区関係者の招待はお控え下さい。 
（記念行事、卓話依頼など） 

  
繰り返しになりますが、各クラブで感染者を出さな 
いよう、安全・安心を第一としたクラブ運営をして 
頂きたいというのがガバナーの意向です。 
よろしくお願いします。 
 
２．ＩＭ中止のご連絡 

第 1・第 2・第 3グループ合同ＩＭ実行委員会より、
コロナの感染拡大ならびに地区方針等をうけて
「中止」とのご連絡が届いております。 

   

３．1/17会長幹事会の報告     

 
 
幹事報告 江口  進 幹事（１月 20日）   
１．地区からの来信 

本日はございません。 

 

２．他クラブ例会臨時変更   
●川崎百合丘 RC  

1 月 18 日(火)  例会中止  
●新川崎 RC  

1 月 19 日(水)～2 月末日  例会中止  
●川崎西 RC 2 月 11 日(金)  祝日休会 

  
３．他クラブ会報の回覧  川崎北 RC 

 

４．次週 2 月 3 日(木) 例会前 11：00 より 

2 月の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致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
例会情報   

１月２０日(木) 点鐘 7：15（早朝例会） 
卓話：元神奈川県知事・前参議院議員  

松沢 成文様 「2022年 政局を見る」 
 

２月 ３日(木) 点鐘 12：30 
卓話：川崎市立聾学校校長 稲葉 武様 

 
２月１７日(木) 点鐘 7：15（早朝例会） 
卓話：（公社）アムネスティ･インターナショナル 

日本 中国担当 北井大輔様 
  

３月 ３日(木) 点鐘 12：30 
卓話：川崎市教育委員会 地域文化財課課長 

服部様 
 

３月１７日(木) 点鐘 7：15（早朝例会） 
クラブフォーラム（職業奉仕） 
   徳安 職業奉仕委員長 


