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例会状況報告

第38回 5月7日
通算1921回

◎会員総数 ６７名
◎出席義務者 ４７名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２０名
◎本日出席 ５９名
◎本日欠席 ３名
◎本日出席率９５．１６％

第36回 4月14日
通算1919回の修正

◎欠席者 ４名
◎免除者の欠席者 ９名
◎欠席者の補填者 ７名
◎免除者の補填者 ６名
◎出席率 ９３．１０％

例会プログラム

第39回5月14日
通算1922回

１．握手・挨拶

２．開会の点鐘

３．ソング

４．お客様紹介

５．ビジター紹介

６．会長挨拶

７．委員会報告

８．幹事報告

９．クラブ討論会

（青少年奉仕委員会担当）

10. 閉会の点鐘
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「伝統を育み、未来を拓く」
失敗を恐れず 勇気をもって 一歩前へ GOOD TRY

■創 立：1979年1月23日
■例 会：毎週火曜日 17:30～18:30
■例 会 場：奈良ホテル本館
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■会長：武藤 廣茂 ■副会長：中嶌 大 ■幹事：谷川 千代則

2018-19年度 RIテーマ

RI会長 バリー・ラシン

RI第2650地区ガバナー

中川 基成

会 長 挨 拶

◇武藤会長

皆さん改めましてこんばんは。本当に長い連休が終わりまして、テ
レビや新聞を見ておりますと、今日から仕事に行くのがいやだと思っ
ておられる方が8割おられるようですが、我々はその点、喜んで今日か
ら出勤されている方がほとんどではないかと思います。もちろん会社
のリーダーや組織のリーダーの方は斯くあるべきだと思っております
が、世間ではそのようなことでございます。例会も一週空きまして、
久しぶりだなという気分ですが、その間に平成から令和に変わるとい
う大きな事柄がございまして、天皇陛下が退位されまして、新しい天
皇陛下が即位されました。一時譲位という言葉もあったようでござい
ますが、憲法からしますと天皇が譲位するということは違反になると
いうことで、一日前に退位されて次の日に即位されると、ぎりぎりの
皇室典範を一時特例として退位を認めて行われたということです。か
なり知恵を絞られたとお聞きしまして、我々一般の者が考えるような
形ではいかない、難しい問題もあるのだなと思いました。本当に上皇
陛下も色々なことをされておられ、お話をお聞きしたりする度に涙が
出そうになるぐらい、そういう思いもございました。しかしながら新

お 客 様 の ご 紹 介

・細谷 裕一 様（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
経営コンサルティング部）
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しい陛下もお若いですし、色々な新しい時代が来るのかなという、心がわくわくする気
分もございます。令和の時代も良い時代になるのではないかと期待しております。

先程申し上げました10連休の話ですが、どうしても終わった後に疲れが出るといいま
すのは、日本の場合はいわゆる連休が公休になり、皆が休むから同じ行動、例えば同じ
観光地に行って同じようなホテルや旅館に泊まろうとし、道路も電車も飛行機も非常に
込み合うことが原因かといわれております。これが例えばある外国では、一カ月の休み
でも皆それぞれの日にとっていますので、その辺の集中はなかったり、疲れなかったり、
お金もかからないということです。日本では有休消化率がまだ良くなく、平均で50％く
らいということですが、公休のようなものは先進国の中で日本がトップという位多く、
この辺の所をうまく調整すればもっと楽しいバカンスになるのかなと思います。今のま
までは10連休がありましても、どこに行きましてもお金はたくさん取られる、人は混ん
でいる、時間はかかるといった状態で、連休が終わりますと疲れた、明日から会社行く
のが辛いということで、五月病に拍車がかかり、連休が終わりましたら、「ちょっと私
…」、「相談があります」といったお話があるのではないかと思います。私共の事業所
では、最初から学期中は辞めないという確約を取っておりますので、大丈夫かと思って
おりますが、皆様方の会社でもその辺のご心配があられるのではないかなと思います。

本日は理事会がございましたので報告させて頂きます。報告事項と致しましては、今
年度ガバナー賞の申請をさせていただきました。ガバナー賞は3つの部門があり、その内
の2部門で、まずクラブ活性化部門ですが、①会員2名以上の純増、②女性会員1名以上の
純増は、鎌倉さんのご入会、③5年未満の会員のマイロータリ―登録率100％は、17名の
皆様のご協力で全員の登録と、それぞれ達成できましたので申請致しました。もう一つ
は公共イメージの向上部門で、こちらも3つ以上の達成がありましたら申請でき、①クラ
ブで実施した奉仕プロジェクトをロータリーショーケースに投稿は、髙野委員長から創
立40周年記念事業の「〇△□のふしぎ」を投稿、②ロータリーデーの開催は、多田委員
長の方で開催いただきました「よろず相談会」、③事業内容がメディアの取り上げられ
たか、につきましては各事業が読売新聞や奈良新聞に取り上げられ、条件を満たしまし
たので申請致しました。それから皆様方にご協力いただきましたロータリー希望の風奨
学金につきまして、ガバナーより支援御礼の書面が届いております。審議事項でござい
ますが、鴟尾の会ゴルフ大会の決算で最終的に約23万円のチャリティーと残金があり、
これを地区の希望の風奨学金の方に送らせていただくことが承認されました。また入会
候補者の件で、皆様方に告知書を送らせていただきましたが、結論から申し上げますと
入会延期となりまして、その経緯につきまして紹介者の宮西会員から後程説明いただき
ます。また6月15日（土）開催の第4回家族親睦例会につきまして承認されまして、また
親睦活動委員長の方からご案内させていただきます。最後に残念なご報告ですが、麴谷
会員と奥田会員が退会されることになりまして、理事会で承認致しました。以上でござ
います。有り難うございました。

結 婚 お 祝 い

・弓場裕史君 お嬢様ご結婚（5月5日）
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委 員 会 報 告

◇ニコニコ委員会
宮坂委員

・ニコニコ報告

◇出席委員会
塩澤委員

・出席報告

◇雑誌広報委員会
野末委員長

・ロータリーの友読みどころ
まず表紙の一番上の発行日が令和となっており、令和初号となり
ます。縦組み冒頭のシンクロナイズドスイミングの井村雅代さん
のスピーチですが、昨年の当地区の地区大会での講演をまとめた
もので、あらためて読みますと、子供や新入社員との関係など非
常に参考になるお話しをされております。その次には23年間例会
出席100％クラブの紹介がされております。横組みでは青少年奉
仕月間に伴い特集が組まれておりますが、P10にあすかRCのチー
ムASUKAが紹介されております。またP14からは海洋プラスチック
ごみ、マイクロプラスチックの問題が特集で組まれておりますの
で是非お読みください。

◇親睦活動委員会
水野委員長

・第2回親睦ゴルフコンペを5月9日（木）、美加ノ野原カントリー
クラブで開催致します。8時50分集合で懇親会は17時30分から奈
良町の雷門です。ご参加の方には組み合わせ表を状差しに入れて
おりますので何卒よろしくお願い致します。

◇入会候補者 入会延期の件
宮西会員

・入会候補者の診療所は、診療の他にリハビリテーション部門があります。その関係
の法律が4月に改正されたことに伴い、いざ始まってみますと想像以上に時間をとられ、
もともと空いていた火曜日夕方も時間を空けられず、体制が整うまで少し待ってほし
い、入会させていただきたい気持ちは変わらないし、奈良大宮クラブに入会されたい
とのことでした。会員の皆様、特に推薦をお願い致しました中井先生、平野先生、
飯田先生に大変ご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ございませんでした。
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卓 話 ◇卓話者：細谷 裕一 氏 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
経営コンサルティング部

タイトル：「消費税の引き上げが個人消費に与える影響」

2019年10月に消費税が10％に上がる見込みです。これまで日本の個人消費は右肩上が

りになっておりますが、1997年に消費税が3％から5％に、2014年に5％から8％に増税さ

れた時には山と谷ができています。なぜ山と谷ができるかといいますと、駆け込み需要

と反動減です。増税前には駆け込み需要によって消費が増え、増税後には反動によって

消費が減少します。駆け込み需要の対象になりますのは車や家電などの耐久財、衣類や

雑貨などの半耐久財で、対象になりにくいのは食料品などの非耐久財です。これから10

月の増税に向けて駆け込み需要があるとすれば、やはり耐久財だと予想されます。駆け

込み需要は消費税が3％から5％になった時より、5％から8％になった時の方が約3倍大き

いものでした。これは上がる率が1％違っていたことと、3％から5％の時は国民の所得が

上がっていたのに対し、5％から8％の時は下がっていたからだと考えられます。今は所

得が伸びている時期ですので、このままであれば消費税が上がっても極端に景気が悪く

なることはないと予想しております。ただ、日本は人口が減少しつつあり、消費の上が

り方自体が緩やかになっておりますので、この点にも注意をする必要があります。
（詳しくは動画をご覧ください。）

幹 事 報 告 ◇谷川幹事

・皆様の状差しにロータリーフェローズ2650のご案内を入れており
ます。ロータリーアン、学友の皆様、インターアクトクラブの方
が対象となります。ご参加希望の方は、インターネットで直接申
し込まれますか、事務局までご連絡をお願い致します。
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親 睦 ゴ ル フ

第2回親睦ゴルフコンペが5月9日に美加ノ原カンツリークラプで開催されました。
18名の参加で、ジュニアの部優勝は野﨑隆男さん、シニアの部優勝と総合優勝は矢追家
麻呂さんでした。

ジュニアの部 優勝
野﨑 隆男 会員

シニアの部 優勝
矢追 家麻呂 会員
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●会報・IT委員会/宮西正伸 南谷正仁 西本隆一

辻本和久 西村甲児 鎌倉美知子 岡﨑真人

webmaster/宮西正伸

次 回 の 例 会 ２０１９年５月２１日（火）

卓話：大阪市立大学名誉教授 健康科学研究所 所長 井上 正康 様
タイトル：「腸内細菌と健康長寿の処方箋」

ニコニコ箱 合計 77,000円 累計 2,931,000円
武藤廣茂 君 皆様、長い連休はいかが過されたでしょうか？各々に楽しく過された事

と存じます。いよいよ「令和」の御代が始まりました。今後も良い日本
であればと願っています。

谷川千代則君 細谷様、本日の卓話よろしくお願いします。
松岡嘉平治君 新元号令和を祝って。
増井義久 君 令和元年早々に結婚記念日のお祝い有難うございました。
弓場裕史 君 この度次女の結婚式も無事に終えさせていただきました。繋げてくだ

さった、親、先祖には感謝しかありませんが、また少し寂しくなりまし
た。

飯田二昭 君 久しぶりで大峰山にお参りしました。令和元年の御朱印を頂きました。
植村将史 君 連続欠席のおわびに
金星 昇 君 昭和、平成、令和、新らしく元号を迎えさせて頂きました。毎日元気で

日々を過させて頂ける事に感謝々です。
楠原忠夫 君 細谷先生、本日の卓話宜しくお願いします。また5/4(土)大峰山登山

飯田さん、南谷さんお世話になりました。
國原正記 君 令和元年、改めまして皆様よろしくお願い致します。
小西敏文 君 令和元年最初の例会を祝して
中嶌 大 君 野﨑さん 昨日はお世話になりました。ありがとうございました
平野貞治 君 57回目の結婚記念日を綺麗なお花で祝っていただき有難うございました。

ニコニコ協力 市田富久夫君 岡﨑真人 君 倉田智史 君 野﨑隆男 君
野末勝宏 君 堀内眞治 君 南谷正仁 君 宮西正伸 君
矢追家麻呂君 山口尚紀 君


