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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を

金沢百万石

２月のロータリーレートは, １ドル＝ 78 円
ガバナーからの手紙 「デフレと円高を止められるのは日銀だけ」 炭谷亮一

前月日銀は、アメリカのＦＢＩに追随して「１％のインフレ目標」を導入し、１％を目指して金融

政策を展開していく方針を示した。

日銀が円高阻止、デフレ脱却に向け、政策姿勢をより明確化したのは心強い。インフレ目標は欧州中

央銀行（ＥＣＢ）をはじめ、イギリス、カナダ、スウエーデンなど、多くの先進国で導入されており、

一般的な金融政策で枠組みであり、「禁じ手」でも「例外的な手段」でもない。経済に「ドシロウト」

の私ですら「デフレ」と「円高」を止められるのは日銀による「インフレ目標」しか手だてないと理解

している。

しかし、日銀は少しも理解していなかった。そればかりか、白川方明氏が日銀総裁になってからは、「日銀の金

融政策は世界の先頭を走っている」とまで言い出した。この白川氏の誤った確信こそが、速水日銀総裁も福井日銀

総裁も許容しなかった 70 円台の超円高を招き、日経平均株価が 7000 円台に下がっても、何もしない日銀を作り出

しているのである。

1992 年に、景気後退に陥って以降今日まで、大多数の国民も国会議員もマスコミもそして政府も、「政府はデフ

レ対策や円高対策を止める手段を持っていないこと、唯一持っているのは日銀だけであること、ところがこれまで

日銀はなんだかんだと理由を付けて、その手段を行使しようとし

なかったこと」を理解しなかった。この無理解こそが日本が「失

われた 20 年」の苦しみにあえいでいる根本的な原因である。

政府と国会は 98 年の新日銀法で「金融政策の目標の設定」と

「それを達成する手段」の両方に関して、日銀に政府から独立を

認めてしまった。このうち、日銀に「金融政策の目標の設定権」

を与えてしまったことが、そもそもの苦難の始まりであった。

幸いなことに最近、日銀法を改正しなければ、デフレも円高求

められず、日本再生もあり得ないことを理解する国会議員が増え

つつある。デフレと円高の根本的な原因を理解する点では、今や

国会議員の方がマスコミやそれが形成する世論よりも先を行って

いるのである。日銀法を改正できるのは、国会議員だけである。

その国会議員の中に、日銀法改正が日本再生の必須の条件である

ことを理解する人が増えている。私はここに日本再生の一筋の光

を見る思いである。日本再生の鍵は、日銀法改正にありと言える。
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クラブ例会予定 2011-2012 年度

3/1 「～ T の世界」コンサート（岩田志貴子様、

田代真佐子様、田島睦子様」

3/8 武藤清秀会員（むとう設計(有)代表取締役

3/15 休会

3/22 坪倉かなう様(バイオリン奏者)

3/29 北山会長エレクト 「ＰＥＴＳの報告」

4/5 荒井クニコ様（ニューハーフ）

「ﾆｭｰﾊｰﾌ クニコの言いたい放題」

4/12 石動博一様（(株)イスルギ 代表取締役専務）

「白鷺城天守閣の再興事業に携わって」

4/19 休会

4/26 釣谷雅楽仁様 （生田流箏曲家）

6/23（土）今年度会長幹事慰労会

6/28 23 の振り替えで 休会
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点 鐘
国 歌 『君が代』
それでこそロータ
リー
四つのテスト

会長挨拶：今日は、

岩田志貴子様、田代

真佐子様、田島睦子

様～Ｔの世界～のコ

ンサートです。会場も華やかになっています。ご演奏を楽しみにしています。よろしくお願いします。

ゲスト紹介（演奏者）フルート 田代真佐子 様 ソプラノ 岩田志貴子（しきこ）様 ピアノ 田島睦子様

宮本玲子様 北山真美夫人、村田順子夫人

ビジターの紹介 金沢西ＲＣ 新谷鎮夫様 富山ＲＣ 清水 満様

今月の誕生者の紹介 ６日 江守 巧会員 ２０日 竹田 敬一郎会員

２６日 山崎 正美会員 ２７日 大沼 俊昭会員 ３１日 野城 勲

（いさお）会員

《 食 事 》

幹事、委員会報告 魏賢任幹事：5/13（日）いつもの金沢城リレーマラソンがありま

す。多数参加して下さい。

藤間勘菊国際奉仕委員長：書き損じハガキですが、7600 円分交換しました。クラブで 1940 円をかいあげますので、

残り 64 枚分をどなたか購入お願いします。

ニコニコＢＯＸ ¥21,000- 本年度 \474,500- 残高 ¥3,885,190-
西村会長 田代様、岩田様、田島様ようこそ。演奏楽しみにしています。 魏幹事 皆さん、

こんばんは。「Ｔの世界」の演奏会を楽しみにしております。演奏されるお三方心から感謝してお

ります。有難うございます。 炭谷ガバナー 清水様、今夜はようこそ。楽しんで下さい。

石丸会員 今晩は。コンサート例会楽しみです。 上杉会員 今日の演奏楽しみに来ました。

北山会員 Ｔの世界のお三方今日は楽しませていただきます～ﾂ！ 木場会員 今日は演奏

会楽しみにしています。宮本さんお久しぶりです。ようこそ。 二木会員 宮本さんお久しぶ

りです。再会を喜んでいます。再度ご入会をよろしく。コンサート楽しみにしています。 藤間

会員 三月に入り春めいてまいりました。コンサート楽しみに致してます。市の工芸展観て参り

ました。木場さん、水野さんの作品素敵でした。友人のお人形や革製品も出展されました。

村田会員 Ｔの世界、楽しみにしていました。宜しくお願いします。

講話の時間 「Ｔの世界」コンサート クラッシックの演奏

紹介 北山吉明エレクト

岩田志貴子 様 （ソプラノ） ミラノ音楽院留学。二期会員。透明な声質

で超絶技巧を得意とするオペラ歌手

田島 睦子 様 （ピアノ） 金沢泉丘高校卒。国立音楽大学、同

大学院を主席で終了。 金沢市を中心に活躍する実力派ピアニスト

田代真佐子 様 （フルート） 金沢二水高校卒。東京芸術大学・

大学院修了。 ウイーン国立音楽大学留学。 事務職と音楽家の二足

ワラジを履くフルーティスト。

ムジカー 100 主催。

新谷鎮夫様 清水 満様

643 回

ホテル日航5F

2012 2.16 木）19:00
出席率 22/36 61.11%

1 月の修正出席率 66.45%
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曲 目

・春のこえ（ヨハン・シュトラウ

ス）

・夜明けのスキャット

・津軽ふるさと

・フォークソング道化師ソメット

点 鐘

ラオス農業支援センター事業視察と世界遺産「秘境ルアンプランバン」

① 5/8（火）関西空港 バンコク ビエンチャン ルアンブラバン バンコク 関西空港 5/14（月）

② 5/8（火）関西空港 バンコク ビエンチャン バンコク 関西空港 5/12（土）

■ 3．4月 金沢８ＲＣ例会変更

金 沢ＲＣ 4/11（水）18:00～「金沢ニューグランドホテル」観桜会

金沢東ＲＣ 3/19（月）休 会（定款第６条第１節ｃ項により）

4/9（月）18:30～ 「金沢スカイホテル」春の特別例会

金沢西ＲＣ 3/30（金）休 会（定款第６条第１節ｃ項により）

4/6（金）18:30～「和田屋」観桜例会

4/27（金）休 会（定款第６条第１節ｃ項により）

金沢南ＲＣ 4/10（火）18:30～「観桜会」つば甚

金沢北ＲＣ 4/5（木）18:30～「お花見夜間例会」金城楼

香林坊ＲＣ 4/2（月）金沢エクセルホテル東急２Ｆてまり メイクアップ可

4/16（月）18:30～「観桜会」場所未定

みなとＲＣ 4/17（火）時間未定 「観桜夜間例会」 ゆわく温泉かなや

百万石ＲＣ 3/15（木）休 会（款第６条第１節ｃ項により）

4/19（木）休 会（款第６条第１節ｃ項により）

理事役員会のご案内
日 時 ： 3 月 8 日(木) 例 会 後

場 所 ： ホテル日航金沢 5 Ｆ

議 件 ： 1.事務局の運営について 2.その他

東日本震災復興支援コンサートのの案内

3.22（木）
18:30
石川県立音楽堂交流

ホール ¥2,000
（全席自由）


