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2022-23年度 9月28日　第13回
日時／令和4年9月28日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

・イマジンロータリーを実践しその楽しみをみんなのために！
・9月28日、歴代会長リレースピーチ、増尾茂之会員でした。

次回は、10月5日、岡林正文会員にお願い致します。
・9月23日は、高松東RCと、親睦ゴルフコンペ【鮎滝カント

リークラブ】で、開催しました。
・他クラブへメイクアップ！26日【東かがわRC】　27日【高松

東RC】大変歓迎してくれました。来月は、10月4日【高松中
央RC】　6日【高松グリーンRC】に行きます。

・鎌倉芳太郎顕彰碑寄付金よろしくお願い致します。

　　　　　　　　2014－2015年度国際ロータリーのテーマは
「ロータリーに輝きを　LIGHT　UP　ROTARY」
で、地区テーマは「個々の光で一隅を照らし、
共に世界を輝かそう」でした。それらを受け、
クラブテーマを「温故知新　ロータリー活動の

原点に光をあてよう」とし、クラブ創設時の燃えいずる情熱を
「温故知新」として共有し、｢みんなで醍醐味を満喫しよう｣ を
実践し、第一歩を踏み出す勇気をやさしい心でやさしく語り合
うクラブ運営の安心の要に心がけてきました。「仁義禮智忠信孝
悌」で構成される「人を愛し、交友を楽しむ」クラブ運営を目
指しつつ、他方では、クラブ活動や役割を重荷に感じさせない
計画性を大事にしたクラブ運営を進めてまいりました。特に、
幹事の堀川満弘さんとともに、クラブ活動で全力を傾注しまし
たのは、財政の健全化と出席率の向上に全力を傾注しました。

お陰様で1年の任期を全うすることができました。大腸がん
を克服し、前立せんがんの疑いもはれ、ここで香川大学初代工
学部長の石川浩元会長が提唱の「文理融合」のことばにさそわ
れ、文系の香川大学大学院に最年長学生にチャレンジしまし
た。1年目の経済・経営の授業は楽しく、砂漠に水をまくよう
な学術の吸収でしたが、理系と文系の間隔は如何ともし難く溝
は深く、修士論文につまづき2か月を残してドロップアウトし
ました。その時の論文の一部が、ものがたり「おいでまい　や
しま」で昨年「ｅかみしばいコンテスト」に入賞しました。な
んだか、修士論文が合格した気分にひたっています。

何と云ってもロータリー一番の思い出は、私の生まれ育った
京都へ先輩ロータリアンの方々と勉強視察に行けたことです。
木屋町で180年前に開業したご先祖様のお座敷で、垣間見たも
のは、350余年の伝統と格式を育んできた、今に通じる人材育
成とモチベーションの維持向上、そこからお客さん最優先の経
営姿勢です。十代半ばの少女のお仕込みさん＝見習いさんを一
人前の舞妓さんからプロフェショナルの芸妓さん、さらに一歩

も二歩も上の指導者にまで育て上げ、一寸でも厚いサービス、
一毛でも幅広い気配り目配りを次世代に引き継いでいく。そこ
には、折れることなく自分を勇気づけ、舞い上がることなく自
分を見つめ、周囲にも配慮して良い関係性を作るための教えを
しっかり身体で覚え、「頭で考える前に、おいど（お尻）動か
さんと」を実践する。決して「頑張れ」ではなく「お気張りや
す」「おおきに、気張らせてもらいます」の受け答えのなかに
ある「気を張る」言葉の彩、経糸（先輩姉さん）・緯糸（同輩
ちゃん）が綾なす満足度を極限いっぱいまで高めるマネージメ
ントたるや凄味がありました。いとことは言え、あの凄みのあ
るお茶屋の女将の
顔。ロータリーはい
ろいろな経験をさせ
てくれます。ありが
とうございます。

沖縄での鎌倉芳太郎顕彰碑建立へのクラブ会員、家族からの寄付のお願い
　　　　　　　鎌倉芳太郎とは

鎌倉芳太郎は1898年（明治31年）、現在の香
川県三木町で生まれ、東京美術学校図画師範科
卒業後、赴任地の沖縄で教鞭をとる傍ら沖縄文
化の研究を始め、大きな功績を残した。首里城

の存続危機を二度救い、また、城に関する図面や各部に施され
た彫刻などの装飾の細部に至るまで正確に記録し、その再建に
大きく貢献。沖縄の歴史や文化に関する膨大な資料や写真を残
し、その多くは国の重要文化財に指定されている。芳太郎は重
要無形文化財「型絵染」の保持者（人間国宝）に認定。
鎌倉芳太郎顕彰会

佃昌道会員が会長を務める鎌倉芳太郎顕彰会は、芳太郎生誕
110年の記念として、2009年（平成21年）に設立。
高松南RCでの顕彰活動の歴史

2007年（佐々木正久会長時）、佃会員のお世話により沖縄県
立芸術大学を訪問。那覇南ロータリークラブの皆様とのお付き
合いがスタート。

2010年（田中弘之会長時）、RI2670地区大会（豊田章二ガバ
ナー時）の記念事業の1つとして、鎌倉芳太郎顕彰会に協力金
を寄贈。

2019年1月（篠田日出海会長時）、16名の会員家族で沖縄県立
芸術大学を訪れ、宮城篤正元学長と波照間永吉名誉教授による
研修会に参加。

2020年（今城広治会長時）、クラブ運営方針として、鎌倉芳
太郎顕彰碑を沖縄に建立するために、鎌倉芳太郎顕彰会へ協力
することを掲げた。

2022年（田村禎啓会長時）、クラブ創立65周年記念事業とし
て、鎌倉芳太郎顕彰会が計画する芳太郎顕彰碑の建立に協力す
るため、クラブ内に鎌倉芳太郎顕彰碑特別会計を新設。ニコニ
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コ箱特別会計から100万円を繰り入れた。
現在の時代背景

今年は1972年に沖縄県が本土に復帰して50周年という大きな
記念の年。2023年は鎌倉芳太郎生誕125年、没後40年という節
目の年を迎える。
建立への準備状況（顕彰会・沖縄芸術大学・那覇南RC）

鎌倉芳太郎顕彰会は、広く顕彰碑の建立について広報して理
解を深め、寄付への協力のお願いを始めた。石は、庵治石の生
産者である大久保一彦氏（オオクボエンタープライズ）の全面
的なご理解の下、具体的なことについて検討する段階。

沖縄県立芸術大学では、波照間永吉名誉教授のご助力によ
り、波多野泉学長をはじめとした関係者から、同大学附属図
書・資料館の庭に、顕彰碑建立場所の候補地がほぼ決定。

また、友好クラブである那覇南ロータリークラブでは、この
顕彰碑建立に協力することを今年度の活動計画の中に入れて
いる。さらに、同クラブの稲垣純一会員は現在、（一財）沖縄
ＩTイノベーション戦略センターの理事長を務めており、鎌倉
芳太郎顕彰会の沖縄支部設立等の検討に入っている。
寄付のお願い
クラブ創立65周年記念事業としてニコニコ箱特別会計から顕

彰碑建立特別会計に繰り入れした、協力金100万円とは別に、
高松南ロータリークラブの会員、家族、企業にも寄付をお願い
したい。

二 コ 二 コ 箱
田辺はまゆうRC 山本佳弘様　

「昨年の30周年年度は、色々とお世話になり、ありがとうござい
ました。友好クラブの御縁に感謝の一年でした。遅くなり申し訳
ございません。30周年記念誌とDVDと集合写真をもってあがりま
した。本日、お世話になります。宜しくお願いいたします。」

谷東会員「先日は新会員懇親会ありがとうございました。」
小倉会員「昨晩はありがとうございました。これからもよろしくお願

いします。」
山門会員「昨日は炉辺会合にお招きいただきありがとうございまし

た。今後ともよろしくお願いします。」
金岡会員「昨夜はありがとうございました。これからもよろしくお願

いいたします。」
吉田会員「32年目の結婚記念日を迎え素敵なお花を頂戴しました。

また昨日はとても楽しい時間を過ごすことができました。
重ねてありがとうございました。」

大西会員「昨日の家庭集会、白井会長はじめ諸先輩の皆様、お忙しい中
あのような場を設けていただきありがとうございました。」

宮城会員「家庭集会招待ありがとうございました。大変おいしかったです。」
宮本会員「昨日、4年越しの家庭集会。やっと新入会員枠から脱出します!」
伊藤会員「お先に失礼します。」
松木会員「9月23日に高松東ロータリークラブとの親睦コンペ。スコ

アは前回同様あまりよくなかったのですが、また優勝させ
ていただきました。次回も頑張ります。」

中村（耕）会員「先週末、女房と北アルプスの剣岳（つるぎだけ）に
行ってきました。険しい山でしたがなんとか山頂にたどり
着くことができました。女房の感動の涙にこちらももらい
泣きしてしまいました。」

家庭集会より参加者一同　先日行われました家庭集会で、会費の残り
をニコニコに寄付いただきました。ありがとうございます。

白井会長「本日も例会出席ありがとうございます。ニコニコ箱の協力
よろしくお願いいたします。本日はたくさんニコニコあり
がとうございました。」

谷本会員「イマジン・ロータリー　まず第一四半期を無事に終えられ
ました。10月からもヨロシクお願いします。」

熊田会員「昨日の炉辺会合、とても楽しかったです。次年度は新入会
時だけでなく2年目、3年目会合を企画してみようかな。」

田中（秀）会員「昨日は美味しい食事に素敵な会話をありがとうござい
ました。お店にもご来店いただきありがとうございました。」

今城会員「山本さん、はまゆう30周年の記念誌とDVDわざわざお持
ちいただきありがとうございました。」

田中（理）会員「田辺はまゆう　山本様　ようこそお越しくださいまし
た。お先に失礼します。」

多田会員「山本さま　田辺はまゆうRC創立30年間のDVDありがとう
ございました。ゆっくり観させていただきます。もう高松
南の会員と同じくらいの出席回数ですね。」

篠田会員「田辺はまゆうRC山本会長、30周年記念誌DVD、ありがと
うございました。」

新地会員「沖縄」
計￥99,240　　合計￥378,240

会員掲示板
●ビジター／13名

ロータリーソング
「それでこそロータリー」
ソングリーダー「谷東会員」

2022-23年度  10月5日　第14回
日時／令和4年10月5日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　・�10月5日【水曜日】　歴代会長リレースピーチ　
岡林正文会員でした。

・�10/26　前田会員歴代会長リレースピーチ、
新会員歓迎会。

・委員会ミーティング　現況の確認、今後の予
定、実践情報を下さい。

・参拝、クリーン作戦、ポリオ撲滅祈願、出席会員の確認。
・10/4　高松中央RC　メイクアップ！小倉会員、山門会員、

吉田直樹会員、私の4名にて来訪した。八田ガバナー公式訪
問例会でした。

・10/6　高松グリーンRC　メイクアップ！　杉元会員、伊藤
会員、私の3名にて来訪した。10/10　鮎滝カントリークラブ
にて親睦ゴルフコンペのご案内した。大変歓迎されました。
10/13　香川大学RAC例会にも同席します。

・イマジンロータリーを実践しその楽しみをみんなのために！　

　　　　　　　公式訪問と地区大会
柳澤Gに、当クラブの長年の課題の出席率を

80％まで引き上げると約束しました。これは高
島幹事の粘り強い対応のおかげで達成できまし
た。もうひとつの約束、会員数3名の純増は、

残念ながら2名に止まりました。センチュリーホテルの十川さ
んなど想定外の退会がありました。

地区大会は、高知で開催され、多数の会員に参加していただ
きました。秋山さんが見つけてくれた「すごろく」という店
で、高松南RCの二次会をやりました。リーズナブルな値段で
すごく美味しかったです。
忘年家族会は、多数の参加で盛り上がりました。林さんの奥さ
んが参加されたフラメンコ・ショーが圧巻でした。
一日会ゴルフは、平井さんにおんぶにだっこでした。順位決定
をダブルペリア方式に変更しましたが、第2回の優勝者田中理
さんのスコアは、36、38グロス74、HDCP2.4の圧勝でした。
短期交換留学生

7月にサーシャ19歳、ニコル17歳というアメリカ人女性を藤
田会員に預かっていただきました。ふたりとも強烈なベジタリ
アンで、藤田会員が食事にものすごく苦労しました。藤田さ
ん、本当に、ありがとうございました！
会長挨拶

会長挨拶 会　長　白井　克彦

歴代会長リレースピーチ 　岡林　正文会員（2017-2018）

例　会
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私の会長挨拶は、「雑学」ばかりでした。前田さんには、今
の世界の株価、為替の状況について分析結果と対応を聞いてみ
たいものです。

二 コ 二 コ 箱
前田会員「本日は、本例会に出席することが出来ました。できるかぎ

り出席させていただきます。」
伊藤会員「結婚周年祝ありがとうございました！すっかり忘れてまし

た！たすかります！」
山門会員「昨日は炉辺会合にお招きいただきありがとうございまし

た。今後ともよろしくお願いします。」
岡（隆）会員「第1木よう日はクリーンデイ！！心も回りもきれいきれい！」
白井会長「本日も、例会出席ありがとうございました。食事のムダを

なくす様に是非ご協力お願い致します。皆様ですばらしい
一年にしていきましょう。」

ソバハ二会員「近ごろは、南の例会に出席できてとてもHappyで
す。おかげ様です。」

吉田会員「誕生日プレゼントありがとうございました。」
堀川会員「誕生日プレゼントありがとうございました。」
多田会員「山本さま　田辺はまゆうRC創立30年間のDVDありがとう

ございました。ゆっくり観させていただきます。もう高松
南の会員と同じくらいの出席回数ですね。」

篠田会員「田辺はまゆうRC山本会長、30周年記念誌DVD、ありがと
うございました。」

新地会員「沖縄」
計￥19,000　　合計￥399,640

会員掲示板
●メークアップ／6名

ロータリーソング
「国歌、四季のうた、バースデーソング」
ソングリーダー「秋山会員」

2022-23年度 10月12日　第15回
日時／令和4年10月12日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　・�10月度、【経済と地域社会の発展月間/米山奨
学月間】

・�客話　森たか美様　フリーアナウンサー、「ア
ナウンス活動を通しての様々な出会いと学
び」でした。

・ひとの世のしあわせは人と人が逢うことからはじまる。よき
出逢いをいつどこで誰と誰がどんな出逢いするかそれが大事
なんだな‼客話を聞いて、確信しました。森たか美さんあり
がとうございました。

・10/26　夜間例会　前田会員歴代会長リレースピーチ、新会
員歓迎会。

・委員会ミーティング　米山奨学月間報告　寄附金よろしくお
願い致します。

・参拝、クリーン作戦、ポリオ撲滅祈願、出席会員の確認。
・他クラブメイクアップ！残すところ小豆島RCのみ来月行こう‼
・高松グリーンRC、骨髄バンクプロジェクトへの協力【香大

RCと共に】
・イマジンロータリーを実践しその楽しみをみんなのために！

　　　　　　　アナウンス活動を通しての様々な出会いと学び
駆け出しの頃にアシスタントをしたラジオ長寿
番組「私の観た香川」。担当は、今は亡き小橋
克彦アナウンサー。軽妙な語り口は、大いに勉
強になり、厳しい指導は、今となっては有難い

ものとなりました。

毎週、官・民いずれかのトップの方をゲストにお迎えし、今も
印象に残っている。当時、全日空ホテルクレメント高松元社長、
佐野正さん。柔和な笑顔と周りを包み込む様な穏やかな雰囲気
は、逆に私の緊張をほぐしてくれました。

収録後の社長室での談笑の際には、「こちらの森さんが…」
と新米の私をお話に引き入れてくださった。その「気配り」
に、ガチガチの私は感動を覚えた程でした。

そしてお二人目は、株式会社レクザムの取締役副社長の住田
博幸さん。初めてお会いした時に、広い応接室に入って来られ
た瞬間、満面の笑みと大きな声で「やぁ、やぁ、どうも」と。

少し面食らった私に間髪入れず、社員の「口笛世界チャンピ
オン」の方をご紹介して下さり、クラシックの名曲を1曲披露
するように促して下さった事。

帰り際にはいつも正面玄関で、秘書の方数名と丁寧なお見送
りをして下さり、前述の佐野さん同様に「細やかな心配り」と

「サービス精神」に頭が下がる思いです。
三人目は、講演でお見えになった際にアテンドをさせていた

だいた憧れのジャーナリスト、櫻井よしこさん。
凛とした佇まいと、艶やかさに圧倒されながらも、当時私が

主催していた拉致問題のチャリティーコンサートのパンフレッ
トをお見せした際に優しくかけて下さった言葉と、眼差し。忘
れられない思い出となりました。

又、お笑いの世界では、ハリセンボンのお二人が見せてくれ
た、控え室の様子とは全く違った本番での「スイッチの入れ
方」。そして笑い飯のお二人が20分もの間私と三人で時間を繋
ぐというハプニングの発生にもかかわらず全く動じない「プロ
意識」と「集中力」。

まだまだ伝えきれない出会いが沢山ありましたが、今も私の
記憶に鮮明に残る学びの数々が、少しでも皆様方のお役に立て
れば幸いです。

二 コ 二 コ 箱
岡（隆）会員「結婚記念のお花ありがとうございます！見捨てられない

ようにしっかり精進致します。」
白井会長「本日も、多くの例会出席有りがとうございます。本日は

食事マイナス2でした。急な出席も早めに幹事に連絡下さ
い。お願いいたします。」

三宅会員「結婚記念の花束有難うございました。57回目の記念日で
す。自分でも忘れそうです。」

ソバハ二会員「今日は、森たか美さん客話ありがとう！娘さんの森夏
美さんと息子さんの阪口せな（ドライバー）のご活躍も応
援しています。Good Luck!!」

吉田会員「昨日、69歳になりました。妻が祝ってくれました。おか
げさまで。」

新地会員「お先に失礼します。」
計￥12,000　　合計￥411,640

会員掲示板
●メークアップ／6名

ロータリーソング「我等の生業」
ソングリーダー「平井会員

2022-23年度 10月19日　第16回
日時／令和4年10月19日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

・10月度、【経済と地域社会の発展月間/米山奨学月間】
・【ボージョレ・ヌーヴォー豆知識】

『ボージョレ・ヌーヴォーに使われているブドウは?』

会長挨拶 会　長　白井　克彦

客　話 フリーアナウンサー　森　たか美 様

会長挨拶 会　長　白井　克彦

例　会
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ボージョレ・ヌーヴォーに使用しているブドウ品種は「ガ

メイ」という黒ブドウです。ガメイは成熟が早いため、ヌー
ヴォ【新酒】に、適しています。果実味豊で、フルーティー
な味わいの銘柄が多く、程よい酸味と優しいタンニン「渋み」
が特徴的。ワイン初心者でも飲みやすいブドウ品種ですよ。

赤ワインに含まれるポリフェノールには抗酸化作用があり
ますので、悪玉コレステロールの酸化を防げるといいます。
また、赤ワインに含まれる成分には、健康効果が指摘されて
います。たとえば硫黄には、肝臓の機能を高める効果が。
ヨードには、動脈の老化を防ぎ、血圧をコントロールする効
果があり、カリウムは、塩分過多の人に多い弱い脳血管を強
固にするとされています。その他にも、精神的効果を指摘さ
れています。そもそも、適度なアルコール摂取にはリラック
ス作用があります。おかげさま（笑）

・会員スピーチリレー　杉元会員
・新会員挨拶、卓話、大西会員
・ポリオ撲滅【国分寺参拝】　10/22
・高松市クリンーday【高松サンポート】　10/23
・高松2670地区親睦野球VS高松西RC10/23　『20－2』大勝利!!

来訪ロータリアン
クアンチャイ・ラオハビラブ氏

　　　　　　　すべての男性の悩み
中高年の男性の悩みといえば、

●�排尿障害／勢いが悪い、出始めが遅い、おしっ
こが近い、夜間何回か起きる、待ったなし！

●勃起不全
●男性更年期障害

などが代表的なものです。
今日はこのなかで、男性更年期障害についてお話いたします。

「男性更年期障害」
●正式な病名は加齢男性性腺機能低下症候群といいます。
（Late�onset�hypogonadism;�LOH症候群）：ロー症候群と読
みます。

●原因は加齢にともなって、血液中の男性ホルモン（テストス
テロン）が低下することです。

●症状としては、
• 身体症状／発汗、ほてり、睡眠障害、太る（メタボ）、消
耗感、滑舌が悪くなる

• 精神・心理症状／うつ、苛立ち、不安、神経過敏、気分変
調、生気消失、疲労感、記憶・集中力低下

• 性機能関連症状／性欲低下、勃起障害（朝立なし）
などが出ます。

●治療について
テストステロンを高めるための一般的な生活上の注意として、
1. 十分な睡眠
2. 食事（タマネギ、ニンニク、スイカ、ウリ）
3. 運動（30分程度の有酸素運動）
4. 社会活動（友人と楽しい時間をもつ、習い事）：ロータ

リークラブ　があります。
それでも不十分な場合にはテストステロン補充療法がありま

す。これはホルモンの筋肉注射あるいは軟膏があります。
最近注目されていることに、メタボリック症候群との関連が

あります。メタボリック症候群の人は、血中のテストステロン
が低いということも明らかになっています。逆に、メタボリッ
ク症候群の人はテストステロンが低いこともわかっています。
メタボリック症候群の人にテストステロンを補充すれば、体重
や腹囲が減少し筋肉量が増加、血糖値も正常化、高血圧や動脈
硬化も改善することもわかってきています。

どちらが卵か鶏かわかりませんが、メタボリック症候群にな
らないようにすることは男性更年期の対策になることは間違い
なさそうです。

是非とも、泌尿器科にご相談ください。

　　　　　　　　今年7月より入会させていただいた大西で
す。出身は観音寺市、1965年生まれの57歳で
す。どうぞよろしくお願いいたします。私から
は、皆さまに何かとご心配をおかけしている昨今
の電力情勢についてお話しさせていただきます。

まず、化石燃料価格の動向ですが、世界的に燃料需給のタイ
ト化が進んでいたところに、今般のウクライナ情勢の緊迫化が
重なり、価格高騰が続いています。加えて、円安も急激に進行
しており、その結果、円ベースで見た価格は更に上昇していま
す。これが長期化した場合、安定した電力供給の継続に支障を
来すおそれもあることから、一部の料金プランについて燃料費
調整の上限を廃止させていただきました。

次に、電力需給の状況ですが、今冬の予備率は、現時点の見
通しでは安定供給に最低限必要となる3％を上回っているもの
の、依然としてリスクは残っていることから、無理のない範囲
での節電にご協力をお願いいたします。

ご家庭でできる省エネ方法を当社ホームページでご紹介して
いますので、ご参照ください。

今後とも、引き続きよろしくお願いいたします。

二 コ 二 コ 箱
白井会長「本日は、クァンチャイ・ラオハビラブさん、ようこそ、

高松南RC例会、メイクアップ！！有りがとうございまし
た。「イマジン　ロータリ」頑張ってます。」

篠田会員「クァンチャイさん、来訪ありがとうございました。」
大西会員「本日は卓話の機会をいただきまして、ありがとうございま

す。よろしくお願いします。」
計￥6,010　　合計￥417,650

会員掲示板
●メークアップ／5名

ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー「山田会員」

2022-23年度 10月26日　第17回
日時／令和4年10月26日（水）18:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　・�10月度、【経済と地域社会の発展月間/米山奨
学月間】

・�新会員歓迎会　親睦委員会を軸に、最高のコ
ミュニケーションの元親睦会が出来ました。

1次会、2次会共によき出逢い親睦を高めること
ができました。今後の活躍する事が大変楽しみにしております。

・会長歴代会長リレースピーチ　前田会員にお願い致しました。
・米山奨学月間【10月度】が、終了今年度は、この4年間に比

べると寄附金の額も増えているが積極的に意識している会員

卓　話 香川大学泌尿器科　杉元　幹史 様

卓　話 　　大西　励一 会員

会長挨拶 会　長　白井　克彦
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は、半数以下の状況であると思います。今後のクラブとして
の米山奨学金についての寄付金のあり方を実践していく事の
話し合いを全会員でしていきたいと思います。高松南ロータ
リークラブ2021年度が累計63583020円です。58名　　高知
ロータリークラブ　2021年度が、累計61836900円です。90名　　
差額が、1746120円です。このままだと2～3年で追い越され
る！！！高松南ロータリークラブの伝統、プライド、継承し
ていくためにイマジン！

　　　　　　　　米国のFRBは、新型コロナウイルス危機が
深刻になった2020年3月に政策金利の大幅引き
上げに加えて量的緩和を発動しました。それに
よって米国債などを毎月1200億ドル（約14兆
円）買い入れて大量の資金を供給していました

が、経済が回復に向かったことから、2021年11月に購入量を段
階的に減らすテーパリングを開始しました。そして2021年12月
15日に開催されたFOMC（米連邦公開市場委員会）では、テー
パリングを当初の予定から加速するとし、米国債などの買い入
れる量的緩和は、2022年3月に終了する方針を決定、また2022
年中にゼロ金利政策を解除して利上げを再開する考え（金融引
き締めQT）を示唆しました。ちなみにテーパリングとは一般
的に投資の世界では、中央銀行が超金融緩和状態から抜け出す
過程で採用する出口戦略の1つとして量的緩和策による資産買
い入れ額を徐々に減らしていくことを意味します。

米国の金利見通しは2023年末のFF金利見通しは4.6％と、大
幅に金利を引き上げる想定で、引き下げが始まるのは2024年か
らとされている。2025年末のFF2.9％を見込み、景気を刺激も
抑制もしない水準とされている長期均衡金利2.5％を上回る水
準が長期間続くことを見込んでいる。

アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会（FRB）
は9月21日0.75%の大幅利上げを発表した。これにより、同国の
政策金利の誘導目標は過去15年で最高水準の3～3.25％となっ
た。FRBは5回連続（0.25、0.5、0.75、0.75、0.75）で利上げに
踏み切っている。政策金利が3�％を超えるのは2008年初頭以来
です。また来月11月1日には、このままでいけば0.75％利上予
想折り込み済。12月にはもう0.5％利上げ予想となっています。

日本の政策金利は金融緩和により2020年11月現在、日本銀行
△0.1％としています。2016年2月に導入されたマイナス金利政
策によりとても低い状態が続いている。

2022年10月19日、円相場ドル＝149円30銭台に値下がりし、
円安止まらず32年ぶりの円安水準を更新しました。10月21日に
は円相場ドルが151円台に値下がりしています。今後どこまで
円安になるか分かりません。そのため日本は為替介入をしてお
り、また今後もする予定としていますが、今これだけ円安にな
り加速している中では、焼石に水だと思います。私見ですが
155円まであってもおかしくありません。160円になると言う人
も出てきました。

この資料を作ったのが10月21日夕方でしたので、その後10月
21日夜11時40分頃に、突然日銀為替介入があり、ドル円が急激
に円高となり、一時146円台前半までなりました。しかし前回
の為替介入時も一瞬5円上がりましたが、すぐに戻りその後は
円安となりましたので、また、円安になると思います。

2022年10月13日（木）、日本時間21時41分に発表されたアメ
リカの、先月9月の消費者物価指数（CPI）は、前の年の同じ
月に比べ8.2％上昇し、市場予想（8.1%）を上回りました。伸
び率は3ヶ月続けて縮小しましたが、依然として8％を超える歴

史的なインフレが続いています。2022年9月13日（火）アメリ
カでも大人気だという日本発のラーメンチェーン「一風堂」の
とんこつラーメン（1杯820円）が、2800円となっています。今
現在は4000円ぐらいになっているかも？それと昼食会での1500
円ぐらいだった食事代金が平均5800円ぐらいになっています。
では日本はどうなのか？

総務省が10月21日発表した9月の全国消費者物価指数（2020
年＝100とし、生鮮食品を除く）は、前年同月比3.0％上昇でし
た。上昇率は2014年9月以来8年ぶりの大きさで、消費税増税の
影響を除けば、1991年8月以来31年1ヶ月ぶりの伸び率となっ
た。円安とウクライナ危機による資源高で、輸入物価が高止ま
りしていることが影響しました。ここまでコアCPIを大きく押
し上げてきたのは、原油高に伴うエネルギー価格の大幅上昇
だったが、上昇ペース加速の主
因は食料（生鮮食品除く）へと
移っている。エネルギー価格
は、22年3月の前年比20.8％を
ピークに伸びは鈍化している
が、22年内は前年比で10％台の
高い伸びが続くだろう。記録的
な円安・物価高でアメリカ在住
の日本人が苦境に陥り、日本で
も値上げの波が収まる気配があ
りませんが、アメリカではそれ
以上に急激な物価上昇が続いて
います。加えて歴史的な水準となっている円安の影響で、アメ
リカに住む日本人は苦境に立たされています。

二 コ 二 コ 箱
前田会員「本日は私の話を聞いていただいてありがとうございました。」
岡（隆）会員「ポリオ根絶参拝高松グリーンデーとご協力ありがとうご

ざいます。佃会員皆勤賞です（篠田、秋山、住田会員も。
クマダさんもだ）。感謝です!」

谷東会員「新入会員歓迎ありがとうございました。」
宮城会員「歓迎会ありがとうございましたゴルフ93出します。よろ

しくお願いします。」
吉田会員「今日はありがとうございました!」
白井会長「本日は新会員の皆様どうでしたか。高松南RCご入会いた

だき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願
いいたします。」

合田会員「前田会員、物価指数のご講話ありがとうございました。
建築費も20％上昇の旨、追記させて頂けましたら幸いで
す。新会員の皆様、よろしくお願いします。」

田中（秀）会員「本日はありがとうございました。これからもよろし
くお願いします。」

大西会員「本日はありがとうございます。よろしくお願いいたしま
す。」

小倉会員「本日は歓迎会ありがとうございました。これからもよろし
くお願いします。」

計￥31,000　　合計￥448,650

会員掲示板
●メークアップ／11名

ロータリーソング「それでこそロータリー」
ソングリーダー「平井会員」

歴代会長リレースピーチ 　前田　恭典会員（2017-2018）

原材料価格の高騰を受けて
9月の主な値上げ品目と上昇率
食用油 37.6％
スパゲティ 19.2％
食パン 14.6％
マヨネーズ 14.2％
電気洗濯機

（洗濯乾燥機）
32.1％

ルームエアコン 14.4％
電気代 21.5％
都市ガス代 25.5％
宿泊料 6.6％

（総務省調べ　前年同月比）
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2022年11月　ロータリー財団月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他

18 2 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話
 株式会社幸燿　代表取締役社長　青木 勝彦様

19 9 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話
 ジ・グンミンさん（米山奨学生）

20 16 12:30〜 JRホテルクレメント高松 臨時総会【指名委員会】

22 30 18:30〜 JRホテルクレメント高松 客話
 ウ・リンシャンさん（米山奨学生）

2022年12月　疾病予防と治療月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他

22 7 12:30〜 JRホテルクレメント高松 クラブ年次総会

エリザベス女王から派
生して後記一話。

ヨーロッパ西端の小さな島国に過ぎなかったイギリス
が、近世ヨーロッパ中央の先進国とされていたイタリ
ア、ついでそれを追い越したポルトガル、スペイン、
そしてアジアの海に乗り出したオランダを次々に蹴散ら
して、18世紀の末には産業革命という大逆転を実現し
ます。こうしてイギリスは世界経済のトップランナーに
駆け上がりましたが、次にはヨーロッパ大陸の田舎国と
されてきたドイツにリープフロッグされてしまうこと
です。イギリスに起きた産業革命は蒸気機関・繊維産
業・ガス灯を軸とするものでした。それに対して「後進
国」だったドイツや新興国アメリカでは、電気・機械・
化学といった新しい技術を武器に、“先進国”イギリスを
抜き去ってしまうのです。このとき、なぜ先進国だった
イギリスは逆転を許してしまったのか。その敗因は、旧
世代の技術や仕組みが発達していたことで、ガス灯や蒸
気機関が発達し、普及してしまっていたために、その既
存のシステムを破壊する新技術の導入がなかなか進まな

かったのでは。その点、旧技術の普及が遅れていたドイ
ツやアメリカは、一気に新技術を導入できます。これ
が「リープフロッグ」の基本的な構造です。わたしたち
の「リープフロッグ」の一つに「学び直し」がありませ
んか。識者が言うには『何歳になっても学ぶという文化
の醸成は重要であり、勤勉な日本人が得意とする分野で
す。新たな「知」に出会うことで、人は自らの可能性を
高めようと頭が切り替わる。学び直しにかける時間とお
金を増やすことに無駄はなく、一人ひとりの能力を生か
すことで企業の生産性も向上すると思う。誰でも、必要
な時に、公平に学び直し、新たな研究の機会が与えられ
るような社会をつくることが重要です』

ロータリーは意義ある事業の基礎として奉仕の理念を
奨励し、これを育むことにあります。この意義ある事業
に「学ぶ」あるいは「学び直し」がオーバーラップしま
せんか。釈迦入滅の時に色を変えたといわれる沙羅双樹
の花の色は、盛者必衰の理をあらわす。われらロータリ
アンに奢れる人なし。そんなこんなの月報です。ご一読
ください。 （編集子）

編集後記

11月の誕生者
〜おめでとうございます〜

渡辺　成剛（8日）

例会日 正会員 出席免除 免除出席 出席数 欠席数 補填数 補正出席数 出席率

９月出席率 ９月累計 244 48 35 188 30 13 201 87.03 ％
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