
米山ニコニコ 服部 10,000 円 

         船津、矢部（光）、菊池、桐ケ谷   各 1,000 円   

財団ニコニコ   鈴木（安）            ＄100 

    菊池、桐ケ谷、大下        各＄10 

本日の進行（12:30） 
青木猛氏 

「カレー街 横須賀の 

街づくり」 

―次回のお知らせ― 
3月 15日(18:30) 

土屋慈恭氏 

神武寺住職・大正大学講師 

「神武寺について」 

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp 

Website:http://www.zushi-rc.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 月 25 日（日）東京マラソンの応援

に行ってまいりました。私事ですが、次男

が 13 倍の抽選に当たり参加したための

応援です。高岡選手がシカゴで出した 16

年前の記録をホンダの設楽悠太選手が 5

秒更新、日本新の 2 時間 6 分 11 秒で 2 位になり、1 億円の

ボーナスを獲得しました。25 キロ地点にいた私たちの前を、

設楽選手は多くのアフリカ勢や井上選手と共にトップ集団で快

走していきました。3 万６千人の参加と走る選手も多く、沿道

の応援もどこに行っても鈴なりでした。ボランティアも２万人

参加、大変な混雑でした。コースは起伏もなく大変走りやすか

ったようです。次男の記録も大阪マラソンの記録を３分ほど縮

め、２時間５１分１３秒と全体の８６０番でした。長男、次男

ともに、京都、横浜、大阪、埼玉、札幌の各マラソンに応募し

抽選に当たれば参加するので、できる限り応援に駆けつけてい

ます。長男は４時間前後、次男は３時間前後です。マラソン開

催都市は観光客も増え景気を刺激し経済効果は大きい様です。 

さていよいよ地区研修・協議会の開催も近づいています。先

週も地区研修委員会に大勢の会員が打ち合わせに参加しました。

矢部実行委員長他皆様で着々と準備を進めています。今後とも

よろしくお願いいたします。 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村松会長の時間 報  告 

3 月理事会報告 

・2/10I.M 事業報告について… 収支問題なく予算内で 

 納まる予定。報告書作成が残っている為継続審議。 

・3/29 国際奉仕フォーラムについて…当日は予定の半分の 

 時間を地区協議会の説明に割り当てる  →承認 

・4/8 地区研修・協議会について… 会場設備・設営は 

 業者に見積依頼済。明日、業者も含め、現地見学。3/5 

  はガバナー事務所にて打ち合わせ予定 →継続審議 

・予算執行状況報告について… 順調である→承認 

・3/11All 逗子 Movement について… 活動支援金寄付 

 10,000 円、9 時よりテント張り→ 承認 

・タスキ新調いついて… 綿製 1 本 1400 円 60 本 

 色は以前と同じ→ 承認決定 

 No.32 2018 年 3 月 8 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 

会 長◆村松 邦彦 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆山本 由夫 

副会長◆松井 一郎 

    藤吉 一哉 

幹 事◆匂坂 祐二 

ＳＡＡ◆橘 武 

会 計◆岡本 久 

直前会長◆菊池 尚 

会報委員長◇宝子山 泰久 

匂坂幹事 到着物：ロータリーの友 3 月号、米山「交流」 

週報：横須賀北 RC 

3 月ロータリーレート：＄１=108 円 

開催案内：・3 月 10 日（土）13 時 00 分～ 

第 10 回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会/地区ｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

   於：アイクロス湘南 6F 

・4 月 10 日（火）9 時 30 分集合 

  第 52 回神奈川ロータリアン親睦テニス会（上野杯） 

  於：湘南ローンテニスクラブ 

逗子市・地域関係：お知らせ：「3・11 メモリアルデー献花

台ブース」回覧をまわします。お手伝い出来る時間帯を 

  お知らせください。 

その他：「台湾東部地震への義援金の協力依頼」がガバナー

事務所より届いております。本日、募金箱を回しますの

で、目安として一人 500 円以でお願い致します。 

委員会報告 松田社会奉仕副委員長：3.11 メモリアルデー 

 献花台お手伝いお願い致します。 

松田ゴルフ同好会会長：3 月は第３木曜日(3/15)に開催し

てみようと思います。皆様ご参加お願い致します。 

矢部（房）地区研修協議会実行委員長：3/2 保健福祉大学

へ見学に参ります。14 時 30 分現地集合です。又、今後

は実行委員会のみならず、例会後に 1 時間とって、地区

協議会の打ち合わせ、報告をしたいと思っております。 

福嶋雑誌委員長：早いもので、3 月となりました。今月も、

皆様に是非読んで頂きたい事項を、ピックアップし、お配

りしております。是非、ご一読お願い致します。 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


 

 

  

 

 

 

戦後日本は、日本列島改造論など政策的にも高度経済成長時代を迎えました。 

その時代は実質成長率も高くまた高金利の時代でした。高いインフレ率と大幅な円高 

の時代でした。株式も大幅に上昇しその後バブルを迎えました。 

その時代は戦後 50 年で日本の人口は 5000 万に増えピーク 1 億 2800 万人を超 

えましたが、今後政府の見通しとしては今後 50 年で人口 9000 万人を切る見通し 

です。つまり今までは、毎年 100 万人の人口が増え、イメージとしては毎年滋賀県 

1 つの県が誕生していた時代でした。今度は毎年 80 万の人口減少するインパクト 

があります。 

これもイメージ化しますと、毎年高知県一つの県が消失するぐらいの人口減少インパクトが始まっています。 

また、所得も増えない時代であり、生産年齢人口も減り、金利も低く、医療費負担や介護費用、消費税の引き上げ、 

国債の増発（地方債も増額）で借金が増大しているなどさらなる国民負担が増えていきます。また、長生きリスク 

も増えてきています。政府からも人生 100 年計画が打ち出されていますが、長生きするにもお金がかかります。 

自分の生活は自分で守る時代です。 

実は今日、日経新聞に確定拠出年金、幻の改革という記事が出ています。DC の全体の資産のうち、55％は元本 

確保型を選ばれているそうです。確定拠出年金は、将来老後生活を豊かにするためのものですが、今の金利では 

基本増えません。アベノミクス相場の株価回復にもかかわらず、通算利回りが年 0～1％の人が 4 割を占め、最多 

の記事です。 

一人一人は状況が違いますが、一人一人がよく考えこれから生活を豊かににしてほしいものです。 

                                         担当：大下 智明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村松君…やっと暖かくなりました。大下会員卓話よろしくお願

いします。 

匂坂君、船津君、三宅君、山口君、湊屋君、山本(由)君、服部

君、横瀬君、矢島君、桐ケ谷君…大下会員宜しくお願いします。 

橘（武）君…大下会員卓話楽しみ。 

毛利君…もう 3 月ですね。 

矢部（光）君…スピードスケート 500ｍ金メダルの小平奈緒選

手に敗れた韓国の選手を抱擁したシーンが世界で話題に。

これぞオリンピックの精神！ 

矢部（房）君…2780 地区研修協議会につきリーダー・サブリ

ーダー会議、無事終了しました。ありがとうございます。

大下会員卓話宜しくお願いします。 

臼井君…なぎさマンドリンアンサンブル演奏会ご来場頂いた

方々ありがとうございました。お蔭様で無事終了しまし

た。 

草柳君…春が来た（春一番） 

宝子山君…暖かいです！暦どおり春が来ました。 

桐田君…楽しい逗子クラブで有りますように。 

菊池君…今日から年度末です。大下さん卓話よろしくお願いし

ます。 

山本（三）さん…春一番とばされないように。 

大野君…誕生日に貴重なマカロンを頂きましてありがとうござ

ました。大下会員卓話ヨロシク！！ 

松田君…風が強いです。春が来ましたね。 

横山（健）君…昨日、桐ケ谷、菊池会員とスキーに行きました。

一番多く滑走した桐ケ谷さんの脅威的身体能力（69才）

を見せられました。私もそれを目指そうと思いました。 

清水（惠）さん…今日は逗子 RC 会員 51 名で 2700 回例会の

開催です。先輩ロータリアン、がんばっている現ロータ

リアンの皆様おめでとうございます。 

小西君…春の嵐直撃してスーツのズボンが大変な事になりまし

た。例会の時間帯は良い天気で春らしくなりましたね。皆

様と色々な活動を楽しくやっていきたいです。宜しくお願

いします。 

卓話 「人口減少時代を迎えて」    大下智明会員 

ニコニコＢＯＸ 本日合計  ￥３3,０００   累計 ￥１,311,５００ 
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【出席報告】 会員数 51 名（出席免除 4 名） 

       出席者 31 名 出席率 62.00% 


