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本日の行事予定 (2016 年 4 月 22 日) 

第 3058 回 

卓話担当： 伊藤雅昭君 

講  師 : インド舞踊家 小久保シュヴァ氏 

演   題 : 「インド文化を学ぶ」 

 
先回の記録（例会） 

第 3057 回 ’16 年 4 月 8 日（金）晴れ 

卓話担当：伊藤彰浩君 

講  師：㈱みずほ銀行 市場営業部 

市場営業第一チーム  

次長 古賀巨将氏 

演  題：「日本の経済動向と 

金融政策について」 

ストレッチ体操 吉田康裕君 
ロータリーソング 「奉仕の理想」 
ソングリーダー 佐藤雅彦君 
会 員 総 数  66名    3月 18日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    12名 
本日出席会員  55名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率  83.33％  訂 正出席 率  98.46％ 
超 過 報 告 浅井彦治君（会長エレクト研修セ
ミナー） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

来週 4月 13日、台北滬尾

ロータリークラブ創立 10周

年記念式典に会員 16名、家

族 2 名と出席し、お祝いと

親善を深めに行って参りま

す。留守中はよろしくお願

いいたします。 

本日 4 月 8 日は仏教の開祖・お釈迦さまが生ま

れた日です。人数でみれば世界でも有数の仏教国

であるにもかかわらず、日本ではキリストの誕生

日であるクリスマスよりもずっと知名度が低いこ

の日です。しかし、世界の仏教国、もちろん日本

でも全国各地のお寺で行事が開催されます。 

本日はお寺の行事『花まつり』についてお話を

したいと思います。 

4 月 8 日前後になると、あちこちのお寺で行わ

れる「花まつり」。花の見ごろを楽しむイベント

も花まつりと呼ばれますが、こちらはお釈迦さま

の誕生日祝いです。お釈迦さまは、今から 2500

年前、ヒマラヤのふもと、現在のネパール南部タ

ーライ盆地にあったカピラヴァストゥで国家を形

成していたシャーキャ族の王子としてシュッドー

ダナ王、マーヤー夫人の父母のもとに、ルンビニ

ーの花園でお生まれになリました。本名は「ゴー

ダマ・シッダールタ」というお名前です。王子と

して何不自由なく育ちましたが、29歳でその地位

を全て捨てて出家し、その後悟りを開いてブッダ

となり、世の中に仏教を広めていきます。 

日本では推古天皇の時代に始まったといわれま

すが、もともとは「灌仏会(かんぶつえ)」「降誕会(ご

うたんえ)」などの名前を持つ法要。第二次大戦後に

「花まつり」という呼び名が広まりました。当日

は色とりどりの花で飾った小さなお堂「花御堂（は

なみどう）」をつくって、お釈迦さまが生まれた時

の姿の像を飾り、ガクアジサイの変種である「ア

マチャ」を煎じてつくった「甘茶」をひしゃくで

頭にかけて生誕を祝います。花と甘茶には、それ

ぞれ由来があります。 

花御堂は、お釈迦さまが生まれたルンビニーの

花園を表したもので、桜、れんぎょう、木蓮など

の花々で美しく飾った小堂です。 誕生仏は、右手

は天を指し、左手は地上を指した姿をしています。

これは、お釈迦さまが生まれた直後、7歩歩いて、

右手で天を、左手で地を指して「天上天下唯我独

尊(てんじょうてんげ[が]ゆいがどくそん)」(この世の中自

分という個性を持った人は、一人しかいないのだ

から自信をもって歩みなさい)と話したという伝

説に基づいています。甘茶は神々が祝福して降ら

せたという甘い露を表しています。 

私もそうでしたが、仏教系の幼稚園や学校でも

行われることが多い行事なので、「そういえば昔

やったことがある」と思い出されると思います。  
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「花まつり」では法要だけでなくさまざまなイベ

ントが行われます。 

代表的なものが稚児行列。子どもが参加する理

由には「成長に感謝する」「無病息災を願う」「大

人よりも心が清らかだから」など諸説あるようで

すが、いずれにしてもとても可愛らしく、見てい

るだけで温かい気持ちになります。白い象が必ず

加わっているのも「花まつり」の行列の特徴。こ

れはお釈迦さまの母の夢の中に白い象が現れ、お

釈迦さまの誕生を予言したという言い伝えに基づ

いています。甘茶には虫よけの効果があるとも言

われるため、このお茶で墨をすっておまじないの

札を作るお寺や地域もあります。 

また、神社で行われたり、地域のお祭りのよう

な形で定着しているところもあります。甘茶のふ

るまいや所蔵品の特別公開などのほか、舞の奉納、

お茶会、琴や雅楽の演奏、中にはミュージカルや

演劇を本堂で行うお寺まであります。一見、仏教

とは関係なさそうなものもありますが、これもま

た日本らしいのかもしれません。 

王子として生まれたにもかかわらず、若くして

出家して悟りをひらき、80歳で亡くなるまで各地

を説法して回ったお釈迦さま。その教えには現代

の私たちにも貴重なヒントがつまっていますから、

お葬式や法事の時しか触れないのはもったいない

と思います。「花まつり」はふだん見られない世

界を目にするチャンスでもありますから、ぜひ気

軽に訪れてみては如何でしょうか。 

幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 先週の役員・理事・委員

長会議にて、次年度に更

新時期を迎える台北滬

尾ＲＣとの姉妹クラブ

締結に関し、新たに更新

することが了承されました。 

2. 本日 18：00より、東照庵にて本年度プラス次

年度の国際奉仕委員会が開催されます。該当

者の方の出席をお願い致します。 

3. 次週 11日(月)、あまＲＣ例会に浅井会長エレ

クト、田中幹事エレクトに訪問して頂きます。 

4. 来週 13 日より 15 日まで、台北滬尾ＲＣ創立

10 周年記念式典に三谷会長以下 15 名の会員

及び 2名の御夫人が出席されます。 

5. 14 日、地区 2016 学年度米山奨学生オリエン

テーションに宇佐美三郎次年度米山奨学委員

長が出席します。 

6. また次週15日の例会は定款6-1により休会と

なっていますので、お間違えのないようにお

願い致します。 

7. 4月 19日、次年度国際奉仕委員会以外の次年

度四大奉仕とロータリー財団・米山奨学合同

委員会が朝日寿しにて開催されます。 

 
ニコボックス報告 第 3057回分 

八谷潤一ニコボックス副委員長 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会

長、山本達彦幹事 ①卓話講

師にみずほ銀行の古賀巨将

氏をお迎えして。②伊藤彰浩

君、本日の卓話よろしくお願

いします。③来週の水、木、

金の 3日間、滬尾ＲＣを訪問

して来ます。 

伊藤彰浩君 ①本日、卓話を

担当します。②卓話講師の古賀巨将様から車代を

喜捨いただきました。 

浅井賢次君 ①中日文化センターでお茶の稽古の後

10 ヶ月ぶりにそば打ち道場でそばを打ち、娘が美味

しいと誉めてくれニコニコ。②今朝 4 時に目が覚め

天王川公園で体操、ストレッチに参加、神社に参拝、

会う人達に親しくしていただき幸せです。 

伊藤哲朗君 名古屋シティマラソン完走の新聞が

届きました。 

児玉昭君 2 回目の司会をおおせつかりました。

よろしくお願いします。 

宅見康悦君 バッジを忘れました。 

宇佐美三郎君 桜の命も短いですが、私はしぶと

く邁進します。 

佐藤雅彦君 本日は支店の花見で天王川公園をお

かりします。どうぞよろしくお願いします。 

坂井裕君 チョット海外に行って来ました。 

服部貴君 元米山奨学生喩昊（ユー・ハオ）君の大学

院の卒業、婚約者との入籍おめでとうございます。 

後藤亨君 お久しぶりです。 

住田正幸君 娘が早く決まりますように、皆さん

よろしく。 

高木輝和君 飯村さんにお世話になりました。 

杦田勝彦君、浅井彦治君 ウィークリーに写真が

載りました。 

八谷潤一君、寺島淳一君、生田達一君、山田章博

君、松崎安孝君、中野義光君 その他。 

 
卓 話 

第 3057 回例会 
卓話担当：伊藤彰浩君 

講  師：㈱みずほ銀行 市場営業部 

  市場営業第一チーム 

 次長  古賀巨将氏 

演  題：「日本の経済動向と 

金融政策について」 

2016年度の日本経済・金融政策を見通す上での

ポイントは以下の 4点だと思われます。 

① 先進国と新興国の成長 

先進国がグローバル経済を牽引できるか？ 

停滞する新興国が先進国の足を引っ張るの

か？ 中国は軟着陸できるか？ 
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② 米国と日本・欧州・中国の金融政策 

米国は利上げに前向き。日本・欧州・中国は

緩和方向。 

③ ＦＲＢと市場の利上げの見通し 

ＦＲＢの利上げ見通しと市場が織り込む利上

げ見通しとの乖離は？ 

④ 商品価格の動向 

⑤ 原油価格は、日・欧の追加緩和観測の強化、

米利上げ頓挫の材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の経済動向について、最近発表された主要

経済指標を見てみますと、10-12月ＧＤＰ（2次速

報）は前期比▲0.3％。内容を見ますと、民間最終

消費支出が再度マイナスに転落。（4-6月▲0.8％、

7-9 月+0.4％、10-12 月▲0.9％）暖冬の影響で冬

物衣料などの売れ行きが鈍かったことが指摘され

ておりますが、実質賃金の伸び悩みなどで、消費

のペースが弱い状況は変わっておりません。 

2016 年 2 月の家計調査は、6 ヶ月ぶりの増加で

前年比+1.2％。しかし、これは閏年効果で押し上

げられており、2 月 29 日分を差引くと前年比▲

1.5％。先行きは、原油価格の下落に伴う消費者物

価の低下が実質所得を押上げ、個人消費は持ち直

してくると思われますが、春闘の賃上げ率が前年

を下回ることが確実となったこともあり、名目賃

金の伸び悩みは 16年度も続くと思われます。原油

価格下落が一巡し、物価が再び上昇した場合には、

実質所得の低下を通じて個人消費が下ブレすると

いうリスクもはらんでおります。 

ＧＤＰについては、依然として主要項目が力強

さを欠いており、年度成長率 1％割れの可能性は

非常に大きいと思われます（0.6％程度になると予

想）。 

 物価については、日銀が掲げる「物価安定の目

標 2％」が達成できる道筋はいっこうに見えてき

ておりません。2月、全国ＣＰＩは 0.0％という横

ばい状況で、暖冬に伴う販売不振からルームエア

コン、温風ヒーターといった耐久消費財の伸びの

鈍化が原因。一方、先行指標となる 3 月東京都区

部ＣＰＩは▲0.3％と 3ヶ月連続のマイナス。円高

と原油安を受けて、電気・都市ガス・灯油・ガソ

リンが前月からマイナス寄与を拡大したことが原

因。東京都区部ＣＰＩの結果を踏まえると、3 月

全国ＣＰＩは前年比▲0.1％と予想されておりま

す。 

 日銀短観(3 月調査)は、大企業の景況感が大き

く悪化し、先行き不透明感が強まる内容でした。

特に先行きＤＩについては、製造業ＤＩが 7→3

へ、非製造業ＤＩが 18→17と悪化しており、中国

をはじめとする海外経済指標の減速、輸出と生産

の停滞や個人消費の弱さなどを受け、企業が先行

きに対して一段と慎重になっていることが明らか

です。以上の点から考えますと、日本経済は低迷

中と言えると思われます。 

続いて金融政策については、今年の 1 月、日銀

はマーケットには非常にサプライズなマイナス金

利の導入（黒田バズーカ第 3 弾）に踏み切りまし

た。日銀当座預金のマイナス金利適用スキームは

以下の通りです。①基礎残高（+0.1％を適用）、

②マクロ加算残高（ゼロ％を適用）、③政策金利

残高（▲0.1％を適用）と 3段階の階層構造になっ

ておりまして、金融機関の日銀当座預金残高のう

ち①+②を上回る部分について、マイナス金利を適

用することとなっております。 

 今回のマイナス金利政策は、先行してマイナス

金利導入を決めた欧州で、銀行の経営悪化の一因

となったように、日本においても金融機関へ重大

な影響を与えるリスクをはらんでいると思われま

す。つまり、貸出金利の低下に伴い貸出競争が激

化 → 貸出基準（銀行の審査基準）の引き下げ → 

不良資産の増加 → 経営悪化 ということです。 

 一般消費者への影響という観点では、身近なと

ころでは、住宅ローン金利の低下があげられます。

借り替えをご検討されるにはいい時期だと思われ

ますが、今後のさらなる金融緩和の可能性も出て

きておりますので、もう少し様子をみられてもよ

ろしいかもしれません。 

 日銀の政策としてもう 1 点ございまして、日銀

は国債の買入額を増加させました。そこで、日銀

の国債発行額と買入額を見てみますと、発行され

た国債のほぼ全額を日銀が購入するという異常な

構図になっていることがわかると思います。これ

は、これまでの金利低下に寄与しておりましたが、

日銀が果たしてこのまま国債を買い続けることが

可能なのでしょうか。一部では、2017年ごろに日

銀が安定的に買い入れることが困難になるとの試

算も出てきており、日銀の買入額の減額という言

葉が出てきますと、国債の投げ売りつまり金利急

騰のリスクもございます。 

 ドル・円の為替相場については、日米金融政策

の方向性の違いから、基本的には円高方向と見て

おります。そこで、従来は 110 円という水準が意

識されており、これは 2014 年 10 月のハロウィン

緩和（黒田バズーカ第 2 弾）以降、それよりも円

高方向にいったことがない水準です。しかしなが

ら、4 月 5 日に安倍首相がインタビューで「外国

為替市場での恣意的な介入は控えるべき」とのコ

メントがなされ、当局はこれをもって介入できな

いはずと考えた海外機関投資家が円買いを進め、7
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日のＮＹ市場では、一時 107円 67銭をつける円高

となりました。110 円以上の円安は、ハロウィン

緩和で実現した為替水準ですので、それを下回る

円高はハロウィン緩和を否定したことになります。 

 つまり、この 110 円という水準を割った円高が

進行している状況や、日銀の目標 2％を大きく下

回りマイナスへの落ち込みが予想されている物価

動向をはじめ、その他諸々の経済指標から勘案す

ると、次回 4月 27、28日で開催される日銀金融政

策決定会合では何らかの金融緩和がなされる可能

性が非常に高くなっていると思われます。 

 最後に 2 点、皆様のご商売のご参考になればと

思い、現状のマーケット状況をご紹介させていた

だきます。 

ドル/円の為替先物レートは、日・米金融政策の

方向性の違いから、昨年 3 月末と今年の 3 月末を

比較するとディスカウント幅が大きく拡大してお

ります。つまり、海外から輸入を行っているお客

さまが為替予約をされると、昨年度よりお客さま

にとって有利な条件で為替予約をおさえることが

できる状況となっております。 

 また、中国から輸入を行っていらっしゃるお客

さまで、その決済をドルで行っているお客さまは、

その決済通貨をドルから中国元に変更し、中国元/

円での為替予約をされることをご検討されてはい

かがでしょうか。中国元は、米ドルよりも高金利

通貨ですので、米ドル/円よりも中国元/円の方が、

ディスカウントが効いております。つまり、中国

元/円で為替予約をされた方がより有利な水準で

為替リスクをヘッジできる状況となっております。 

 以上になります。本日はお招きいただきまして、

誠にありがとうございました。 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国際奉仕委員会 

幅辰雄国際奉仕委員長 

 4月 13～15日に台湾を訪れ、13日の姉妹クラブ

台北滬尾ＲＣ創立 10 周年記念式典に、会員 16 名

と夫人 2名が出席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【津島ＲＣ三谷栄一会長挨拶】 

台北滬尾ロータリークラブ

Aqua(陳水源)会長、会員の皆さん、

今晩は。 

親愛的台北滬尾扶輪社 Aqua（陳

水源）會長及各位社員們、晩安。 

 

創立 10周年大変おめでとうございます。 

在此衷心地恭喜台北滬尾扶輪社創社 10周年。 

 

この記念すべき良き日に、津島ロータリークラ

ブ会員16名と家族2名が訪問することができまし

たことを、大変嬉しく思います。心よりお祝い申

し上げます。 

在這良好的記念日裏、津島扶輪社社員 16 名和

家属 2名能來到貴社訪問、感到非常的栄幸和高興。 

 

今年は 2006年 11月 15日に、台北滬尾ロータリ

ークラブと津島ロータリークラブが姉妹提携して

から 10年目を迎え、姉妹提携更新の年になります。 

今年 11月 15日為台北滬尾扶輪社和津島扶輪社

正式締結為姊妹社的第 10 年、正迎契約更新的年

度。 

 

その間、お互いの友好と親善が大いに深まり、

強い絆が生まれました。今後、この友好関係が今

まで以上堅固なものとなりますよう心より願って

おります。 

在這段期間裏、我們除互相加深了友好和親善的

關係外、並産生了深厚的友誼。今後、更衷心地期

待此友好関係能比現在更加堅固。 

 

また、毎年貴クラブの周年式典にお招き頂いて

いますが、その際には、会長はじめ会員の皆さん

に盛大なおもてなしを頂き大変感謝しています。

誠にありがとうございます。 

此外、毎年貴社的周年慶典都會招待我們参加、

毎次、我們都受到貴社會長及社員們的熱情款待。

對此、我們不甚感激。真的非常感謝。 

陳水源会長挨拶 江森国一神奈川 

東ＲＣ会長挨拶 

伊藤幸蔵副会長 

住田正幸親睦活動委員 

伊藤哲朗Ｒ財団

委員長 
篠田廣ゴルフ幹事 

林華明地區總監

挨拶 



     

 

- 5 - 

第 3058 回例会                                                               

日本での合同例会を開催する折には、会員、家

族の皆さん是非お越しください。お待ちしており

ます。 

在日本舉辦合同例會時、貴社社員和家属請務必

也能來参加。衷心地期待你們的光臨。 

 

最後になりますが、両クラブの友好と親善が

益々発展するよう望み、台北滬尾ロータリークラ

ブの益々の発展と、会員の皆様のご健勝、ご多幸

を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせて頂き

ます。 

最後、希望兩社的友好和親善能日益的発展。也

再次地衷心祝願台北滬尾扶輪社的日益繁栄與發

展和貴社員們的康健多福。 

 

2016年 4月 13日 

ＲＩ第 2760地区 2015～2016年度    

津島ロータリークラブ会長 三谷 栄一 

(翻訳：米山学友 尤銘煌氏) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両会長の記念品交換 

創立 10周年記念のケーキでお祝い 

日舞でお祝い 

会場にあふれるほど大勢の人々とお祝い 

初めての吉田康裕君(右端)も、まだこれから

がお楽しみ…。 

雨のため、ゴルフの代わりに観光に

連れていってもらいました。謝謝。 

↑台北滬尾から

高級茶、津島か

ら絵皿 → 

僕達、 

国際奉仕委員会です。 

Photo by M.TANAKA 
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次回例会 

 第 3059 回 ’16 年 5 月 13 日(金) 

卓話担当： 服部貴青少年奉仕委員長 

講  師 : 青少年交換学生 

マライア Lee DOES HOOKE さん 

演   題 : 「日本の生活」 

お知らせ 
■休 会 
 4月 29日(金) 祝日(昭和の日)のため 
 5月 6日(金) 定款 6-1 
 
■事務局休業 
 4月 29日(金)～5月 8日(日)  
 ※連休中の緊急連絡先は田中正明幹事 

エレクトまで 

 
青少年交換だより 

青少年交換派遣学生の中西里緒さん

の 3月のマンスリーレポート続き。 

 

3 月 23 日から 30 日までの１週間は春休みだった

のですが、3月 20日からホストファミリーが旅行

に１週間行くということで、20 日から 25 日まで

カウンセラーのお家に、26、27 日には第一ホスト

ファミリーのお家にお邪魔していました！ 

カウンセラーのお家は学校から 2 分のところにあ

るので学校に通うにはものすごく便利でした。ま

た、カウンセラーには 4 人の息子がいるので春休

みに入ってからはみんなと Wii をしたり映画を見

たりしながら過ごしていました！ 

また、27日はイースターでお家

で親戚が集まってパーティー

をしました。イースターエッグ

ハントをしたり、ラム肉を食べ

てイースターをお祝いしまし

たが、私の妹は私が帰ってきた

ことに興奮しすぎて、一緒に遊

びたいと１日中外でいろんな

ことをしていました（遊ばれて

いました、笑）！ 

学校は 23 日に 3 学期が終了し

たので、3月 31日から 4学期が

始まります！ 3 学期の通知表

をもらうのが楽しみです!!!  

3 学期の最後に追い上げをした

ので、そのポイントが多めに入

っていることを願っていま

す！ まだ今のところＣはもらったことないので

このままＡかＢですべての教科が無事終わってほ

しいです!!! この夢を叶えるためにも 4 学期も頑

張っていきたいと思います！ 

そして、陸上部がスタートしました！ 部活は月

曜日から土曜日の放課後にあります。私は日本で

100ｍ、200ｍ、4×100ｒを 3 年間ほどしていたの

ですが、年を取ったせいか 200ｍも走る力は今は

なく、弾む肉団子として走り幅跳びに挑戦するこ

とになりました！ 陸上部の子達は人数も多くみ

んな優しくてよく助けてくれるのでいいお友達が

たくさんできそうです！ 

今月もまたよろしくお願いします！  中西里緒 

 
5月のメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 21日

(木)桑名Ｃ

Ｃにて、ゴ

ルフ会に 7

人が参加し

ました。優

勝は、篠田

廣君でした。

次回は 5 月

12 日(木)

のあまＲＣ

との合同ゴルフです。 

 

 

 

 

 

 
5月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 篠田 廣 39 45 84 3 81 

2 位 高木輝和 52 48 100 16 84 

3 位 浅井彦治 45 54 99 14 85 
 

5 月 13日(金)  カレーライス 

5 月 22日(日) 家族例会(ランチクルーズ) 

5 月 27日(金) すき焼き   

クラブ名 日 曜 サイン受付 

あま RC 5/9 月 名鉄グランドホテル 

名古屋和合RC 5/11 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

一宮 RC 5/12 木 一宮商工会議所㌱ 

一宮北 RC 5/13 金 一宮商工会議所㌱ 

名古屋東 RC 5/16 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

尾西 RC 5/16 月 尾西信用金庫本店 

一宮中央 RC 5/18 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

尾張中央 RC 5/18 水 名鉄グランドホテル 

一宮北 RC 5/20 金 一宮商工会議所㌱ 

名古屋北 RC 5/20 金 名古屋東急ホテル 

稲沢 RC 5/25 水 林商事ビル 

春日井 RC 5/27 金 ホテルプラザ勝川 
 


