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本日の進行（12:30） 

一柳和美氏 

神奈川県保健福祉局 

保健医療部医療課副課長 

「神奈川県地域医療構想について」 

―次回のお知らせ― 

5月 18日（18:30） 

55 周年記念例会打ち上げ 

米山ニコニコ   矢部（光）￥1,000 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

みなさん、こんにちは 

まずもって、先日の 55 周年記念例会を無

事に開催出来たことを全会員に感謝を致

します。逗子クラブ会員と奥様が 62 名、

葉山クラブとお客さまを合わせて合計

142 名のご出席いただき、盛大かつ整然

とした式典、和やかかつ賑やかに楽しい懇親宴、京都紫野クラ

ブとの友情を確かめ合った友好の広場、そして、前夜祭のクル

ージングや例会当日の護衛艦見学など二日間に渡る記念行事を

クラブ全員で、おもてなしし、成功させることが出来ました。

創立 55 周年の年に携わった会長冥利につきます。クラブを挙

げての 55 周年事業にご協力をいただき本当にありがとうござ

いました。 

  さて、報告を何点かお伝えします。去る 4/16 に松田町の立

花学園高校で地区研修協議会が開催され、村松会長エレクトが

次年度ホストクラブとして、ご挨拶をさせていただきました。

合わせて、2015-16 年度 100%ロータリー財団寄付表彰と

End Polio Now キャンペーン感謝状をいただいて参りました。

4/18 には第 2G 会長幹事会があり、5 月の鎌倉ビーチフェス

タでの公共イメージ PR の中止を決定しました。第 2G の 5 ク

ラブとして、地域との関わりとロータリーの PR をどのように

行うか議論の結果であります。 

 本日の卓話について、予定を変更して、川上会員による「中国

経済について」です。今年は、北朝鮮を取り巻く国際関係が常

に変化していく中で、大陸、特に中国と日本の関係もより一層

重要視されています。今日は、経済を通じて、中国との関係を

再確認する勉強が出来ればと思います。川上会員どうぞ卓話を

宜しくお願いします。 

 

 

 

松田幹事 到着物：（公財）かながわトラストみどり財団より 

  みどりの羽募金の依頼。募金箱回します。宜しくお願い致

します。 

5 月ロータリーレート：＄１=110 円 

開催案内：・5/20（土）17:00～「地区新会員の集い」 

  於：藤沢商工会館「ミナパーク」会議室 

  内容：１.基調講演…原田義之氏（タイ国チェンライ RC 元会員） 

       2.テーブルディスカッション 

           3.大懇親会、修了証書・記念品贈呈 

  ・５月 16 日（火）12:30～「オープンロータリー例会 

  （鎌倉ロータリークラブ）」 

  於：鎌倉プリンスホテル バンケットホール 

  卓話：大門小百合氏（ジャパンタイムズ編集担当執行役員） 

委員会報告 矢部（房）R 財団委員長：5 月ロータリーレート

は、＄１=110 円です。一人＄２００目指してお願い致し

ます。 

村松会長エレクト：来年度 IM は 2 月 10 日逗子さざ波ホール

にて、地区協議会は 4 月 8 日県立福祉大学にてとなりまし

た。皆様、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊池会長の時間 

─ 2662回 例会記録   2017年 4月 27日 ─ 

【出席報告】会員数 51 名（出席免除４名） 

出席者 29 名 出席率 58.00% 

5 月理事会報告 

＊5 月 18 日例会について、55 周年の打上げを行う。 

担当は親睦委員会。→承認 

＊6 月 22 日最終例会について、場所はリビエラ、予算

は前年度と同じ。→承認 

＊5 月 27、28 日ビーチフェスタについて、今年度は参

加しない事に決定（第 2 グループにて）。 

＊新会員について、桐ケ谷覚氏 （入会式は調整中） 

 →承認 

＊予算執行状況報告 →承認 

会 長◆菊池 尚 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆村松 邦彦 

副会長◆村松 邦彦 

    宝子山 泰久 

幹 事◆松田 壽之 

ＳＡＡ◆矢部 光治 

会 計◆ 

直前会長◆桐田 吉彦 

会報委員長◇宝子山 泰久 

 No.41 2017 年 5 月 11 日 

例会日 

第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日  18:30 

第 5木曜日  18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-15 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 

報  告 
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４月２７日の例会は,政経コンセルタント・山澤企画顧

問の川上会員にお願いし「最近の中國経済について」お

聞きした。 

２つの異なる方向の力 

今は、不動産の過剰投資で小売売上高がよくない。が、 

鉄鋼工業生産高が順調で、景気は、一時より上向きにな

った。 

急速な近代化と都市化で、丁度、日本の 1960～70年代

に似ている。都市への人口の集中で 2025年には中国の都

市人口が 10億人に到達する予想。農村人口の急激な都市

への流出が心配される。 

インフラ投資を増やすなど、財政出動で景気を刺激し

たため中国の 1~3 月期の財政支出が収入を上回り第一 4

半期としては、1995年以来の赤字になった。       

中國の成長は鈍化しているが、景気が良すぎると、鉄

鋼や石炭産業などで、整理が進まなくなる懸念があり、

李首相も「決して大量の水を流し込むような刺激策はと

らない」と説明しており、さじ加減が課題になりそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊池君…55 周年記念合同例会大変お疲れ様でした。皆様に感謝

致します。 

松田君、宝子山君、山口君、匂坂君、大野君、森澤君、大下君

…55 周年記念行事お疲れ様でした。 

村松君、草柳君…5５周年事業ご苦労様でした。 

矢部（光）君…逗子 RC５５周年ソングリーダー川上敦会員、お

見事でした。本日の卓話よろしく！ 

毛利君…55 周年記念事業の成功有難う。 

鈴木（久）君…55 周年表彰を頂いて。 

船津君…川上さんスピーチよろしく。 

福嶋君…会長及び実行委員会の皆様ご苦労様でした。 

山科君…55 周年ご協力ありがとうございました。 

鈴木（安）君…記念事業実行委員会のメンバーご苦労様。 

 

橘（武）君…55 周年、会場を横浜にしたこと大成功でした。 

矢部（房）君、北島君…川上会員卓話宜しくお願いします。 

三宅君…55 周年、やっと終わり、ほっと！もっと！ 

桐田君…天気回復し、仕事日和となりました。 

山本（由）君…55 周年記念例会大成功に終わりました、皆様ご

苦労様でした。 

川上君…今日は友人のピンチヒッターです。宜しくお願い致し

ます。 

清水（惠）さん…55 周年お疲れ様、もう次年度のはじまり。 

小西君…空気が冷たくて気持ちいいです。このまま天候が順調

だといいですね。55 周年記念事業はお疲れ様でした。 

林君…皆さん体調くずさないように気をつけましょう。

 

ニコニコＢＯＸ本日合計    ￥４６,０００      ￥１,９２０,３３０ 

川上会員スピーチ 

スライドを背に説明の川上会員 

今後はどうなる？ 
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現状は近代化・都市化需要を巧みに取り組み 

自然体では比較的安定に推移するが、政治的な 

取引な点は不確実を高める要素がある 

共産党１党支配体制の「軋み」が元凶に 

 

北・人民軍創建８５年では核実験はやらなかったー理由

は 
① 金正恩氏は非戦メッセージを米国に

送っている。ＣＳＩＳビクター氏 

② 25日の当日に、金正恩氏が「太陽節 

の軍事パレードに軽警備で閲兵。 

③ 世紀の大イベントと言いながらミサ

イル発射で失敗した 

④ 未完成のＩＣＢＭを正恩が軍事パレ

ードにわざわざ登場させた。 

 （ 橘     武） 

 

 


