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2016年 9月のロータリーレートは１ドル＝ 102円 2016年 地区大会は 10.22（土）23（日）南砺 RC

金沢百万石

ＲＩ会長テーマ：

「人類に奉仕するロータリー」Rotary Serving Humanity
2016－17年度国際ロータリー会長 ジョンＦ．ジャーム

チャタヌーガ・ロータリークラブ（米国テネシー州）

「語り合おう ロータリー」

ＲＩ第 2610地区2016－17年度年度ガバナー
岡部一輝（かずき）（南砺 RC）

点 鐘

１．ロータリーソング

『 奉仕の理想 』

２．四つのテスト

３．若狭豊会長挨拶

もうすぐ敬老の日、医療に対する色

々な総括がでています。医療費が４１．５兆円と

なり、将来的な医療費に対する不安・問題があります。村田先生がいらっしゃれば喜ばれるかと思いま

すが、喫煙者が減り石川県におけるタバコ本数２５億本が１６億本というデータもあります。１００歳

以上の方が全国で約６万５千人、４０数年前は１５０名ぐらいだったが、統計を取り始めてから増加を

続けています。今年中に１００歳を迎える方が約３万人いるそうで、１０万人に届きそうなことです。

高齢者だけでなく、癌や肝炎の高額な治療薬も医療費増加の要因の一つです。

１）ゲストのご紹介： 〔卓話者〕北陸大学未来創造学部 国際マネジメント学科

教授 金澤 泉（かなざわ いずみ）様

２）ビジターのご紹介 なし

３）皆出席顕彰： 18 ｶ年 谷 伊津子 会員

10 ｶ年 藤間 勘菊 会員

《 食 事 》

４．幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕 武藤清秀幹事：

①先週は片町で例会を開き、色々な盛り上がりがあり良かったと思います。親睦の井上さ

ん、二次会を設定して下さった上杉さん有難うございました。

②今日の会場、慎み深い方ばかりで下席が混み合っていますが、できるだけ前の方からお

座りください。

③本日例会終了後、「松の間」において理事役員会を開催いたします。

④来週の例会は休会。次回は⒐/29、この会場で垣田堂（かきた どう）さんのギター演奏があります。

５． ニコニコＢＯＸ ¥24,000- 本年度¥141.000- 残高¥6,178,206-
若狭豊会長：今晩は。前回の片町での例会お疲れ様でした。大変楽しい一時で次回も期

待しています。本日のゲスト 金澤泉様 卓話よろしくお願いいたします。

武藤清秀幹事：金澤様今日はようこそ。卓話楽しみにしています。

例会便り
第 846 回

ホテル日航金沢 5 Ｆ
⒐ /15（木）19:00

例会出席率 27/46 58.69 ％
8 月の平均出席率 63.85 ％

布施美枝子ＳＡＡ

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0841 2016 9.29.29

．



- 2 -

上杉輝子会員：金澤先生、ようこそいらっしゃいませ。本日は卓話楽しみにしています。

炭谷亮一会員：金澤先生いつもお世話になっています。今夜の卓話御苦労様です。楽しみにしています。

６． 卓 話

『最近の為替相場動向 ‐逃避先安全資産としての円通貨‐』 金澤 泉 様

紹介者：炭谷会員

1951年 5月生まれ
学歴：1975年東京大学法学部公法コース卒業
職歴：

１、1976年東京銀行（現、三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
主に、国際畑を 30年に亘り勤務。
国内勤務：本店海外部、プロジェクトファイナンス部、国内営業店

海外勤務：香港（香港大学派遣留学）、北京駐在員事務所、東銀信託ニューヨーク支店、台北支店など 11 年半に亘
り勤務 中国部長、検査部主任検査役などを歴任し、2005年退職
２、北陸大学未来創造学部教授として 2006年 3月より勤務。
担当科目：金融論、外国為替と国際金融論、コーポレートファイナンス、財務会計論、簿記、リスクマネジメント

論、財政学、対中貿易論など

所属学会：「日本金融学会」、「日本国際経済学会」など

講 話：

1.はじめに
最近の円相場の特徴的現象として、外国為替市場が混乱したときには円高に振れ

ることが多く見られる。例えば、6 月のイギリスのＥＵ離脱決定問題、2011 年 3
月の東日本大震災、2008 年 9 月のリーマンショックなど。このような現象につい
て分析し解説したい。

2. 外国為替相場の決定メカニズム

そもそも、外国為替相場はどのようにして形成されるのか？外国為替相場に影響

を与えるような取引、その要因について解説する。

3.円は何故リスク回避の安全通貨か？
世界の外国為替市場における為替取引シェアーの現状を見ると、米ドル、ユーロ、円、英ポンドの 4 通
貨の比率が極めて大きく、約 78％を占めている。又、その中で円は約
12 ％。又、具体的な取引組合せではドル円取引が全体の 18
％を占めている。このように世界中の金融機関、投資家に

とっては以上の 4 通貨が最も信用されている通貨であり、
円も米ドル、ユーロに次いで信用されている通貨と見做さ

れている。

更に、外国為替市場における円相場変動要因としては金利

差、物価水準、経済成長率、

輸出入など実需取引、円キャリートレードなどがあげられ

る。しかしその中でも短期的に円相場に大きく影響するの

は海外投資家による円キャリートレードと国内投資家によ

る金融取引や投機取引である。そして、その取引は好況時

には円安ドル高、不況時には円高ドル安となる傾向が見られる。このような要因により、円は不況や市

場混乱時に一時的に避難通貨として世界の投資家から買われて、その結果円高に振れることが頻繁に見

られる。

4.今後の外国為替相場予想
避難通貨としての円、基軸通貨の米ドル、その他今後円相場に大きく影響を与える要因は国内外で色々

とあるので、（日本の財政赤字問題、中国の景気動向、エネルギー価格、ユーロ圏とイギリスＥＵ離脱問

題など）予測は難しい。その中でも、ＧＤＰの 200 ％を超える公債発行残高を考えれば、中長期的には
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財政赤字の最終的な解決が最重要案件であるが、それの解決は非常に困難と予想される。従って、今後

は円高、円安を繰り返しながら徐々に円安傾向で推移するものと考えている。

5.おわりに
以上の点を踏まえれば、今後、国内の個人、法人を問わず、円高の機会を捉えて、自己資産を徐々に円

からドルにシフトするのが望ましい

７．質疑応答 ８．謝辞・謝礼 点 鐘

理事役員会 2016.9．15（木）20：
議題 10/6（木）のオープンロータリ

ーについて 10/20 富山西ＲＣとの合同
例会 について 地区大会参加のバスな

ど ⒐/30（金）南光州ＲＣ会員を迎え
て 松魚亭 19：00
休会会員の処遇について

ハイライト米山 １９６

寄付金速報 ― 2015-16年度寄付金は 15億円超 ―

2015-16年度の寄付額は約 15億 7,700万円でした。前年度と比べて 11.5％増（普通寄付金 0.6％
増、特別寄付金 16.1％増）、約 1億 6,300万円の増加となりました。会員皆様のご支援に深く感謝申し上
げます。引き続き、新年度もご協力賜りますようよろしくお願いいたします。

第 2750地区に米山学友会が創立！
6月 11日、国内の学友会としては 33番目となる第 2750地区（東京）米山学友会の設立総会が都
内で開催され、学友・奨学生 24人のほか、ロータリアンら計 44人が出席しました。
初代会長には金英奎さん（中国／ 2011-12／横浜都筑ＲＣ）、副会長にはラジュ・バジュラチャル
ヤさん（ネパール／ 2008-09／八日市南ＲＣ）とチンダー・ローカムサイさん（ラオス／ 2012-13
／小倉西ＲＣ）、ほか、幹事・会計・理事・監事が選任され、金会長は、「2750地区米山学友会に
来れば、学友も奨学生もロータリアンも心が温かくなり、より前向きな気持ちになるものを持ち帰

れる場にしていきたい」と、抱負を語りました。

熊本地震に学友からの支援が続々（２）

モンゴル米山学友会総会が開催されました

2014年に設立されたモンゴル学友会の 3回目の総会が 6月 11日、ウランバートル市内で開催され、約 30
人の学友のほか、第 3450地区ガバナーエレクトやモンゴル帰国留学生会事務局長などゲストが参加しま
した。 総会では活動報告のほか、次年度の事業計画、新年度からの役員が紹介されました。同学友会で

は、その一年間に最も活躍した学友へ「最優秀会員賞」を贈っています。今年は、モンゴル赤十字社に

勤めるデルゲルマー・アルザフグイさんと、4 月から再来日し国際医療福祉大学博士課程で学ぶアリョ
ーナ・ツェーソドロルツォーさんが受賞。また、総会後の懇親会ではサプライズダンスのほか、来年ア

トランタで開催されるロータリー国際大会への参加チケットの抽選があり、2 人の学友が当選して羨望
を集めました。

パストガバナーからの手紙 277回 2016.9.29 炭谷 亮一

良書探訪 通貨の未来 円・ドル・元 英『エコノミスト』編集部

本書は、おそらく現代において、経済の語り部たるに最もふさわしい英『エコノミスト』誌が直近に

執筆した、「通貨」に関する記事を集めて一冊に編集したものである。

英「エコノミスト」誌は、世界のあらゆる雑誌がインターネットにかわられ、部数を激減させているな

かで、２０００年代においても部数を急激に伸ばしている唯一の雑誌と言える。

２００１年の時点で７６万部だったものが２０１５年に１５５万部に伸びている。
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その理由は本誌はニュースを報道する雑誌（この場合ネットでことたりる）ではなく、世の中に起こっ

ている事柄を「分析」し、その意味を「解説」し、そして将来を「予測」する いわばシンクタンクを

持った雑誌だからである。

実に驚くべき的確な「予測」の一例がある。日本の場合においては、すでに２０１５年８月の時点で黒

田バーカの次の一手はマイナス金利導入だろうと「エコノミスト」誌は予想している。そして２０１６

年２月実際にマイナス金利は導入された。又中国元がＳＤＲ入りするだろうと早期に予測していた。

さて本書は、中国政府は中国元を米ドルに代わる基軸にしようとの試みに実際に中国元が基軸通貨たり

うるかとの興味深い問いを、約７０年前に基軸通貨が英ポンドから米ドルに代わった時の状況と比較し

ながら論じている。中国の経済力が、世界のＧＤＰの１７％に達し、アメリカと肩を並べることとなっ

たと言うデータとともに、基軸通貨がポンドからドルに代わった時の決定的な違いを、両者が同盟国な

のか、仮想敵国なのかという事実が腑分けしていく。中国は現在ＧＤＰ１万ドルの壁をのりこえ高所得

国へ移行を試みているがＯＥＣＤ各国はそれぞれの国が民主化を達しており、このドグマに公然と挑戦

しているのが習近平であると。習のとなえる「中国モデル 2.0」はナショナリズムに力点をおく改革だが。
経済の国際化と新貧民層の誕生と、成長の鈍化による中産層の不満が、不吉な影となって習を悩ます（政

変や暗殺の可能性）。

習近平の反汚職キャンペーンによって多くの官僚や共産党員は枕を高く寝ることは出来ず結果萎縮して

おり、党の意向に疑問を呈することを許さない方針と相まって、官僚達はこれまで以上に臆病になり、

改革実行につきもののリスクを避ける様になっており、国を引っ張る動力源たりえなくなっており、失

速寸前といえる。

本誌「エコノミスト」ははっきり断言している。“民主化しないで高所得国（ＯＥＣＤ加盟国）へ移行出

来た専制国家はない”と。そして世界市場において人民元が台頭するのは、確実だ しかし元を国際化

しようと思えば、そうした国内の規制を完全自由化する必要がある。しかしそれはそのまま共産党にと

って多くの権限を手放すと言うトレードオフになる。真に人民元を国際化する為には国内を民主化する

必要があると。

最後に第四部で円の未来について言及している。現在のアベノミックスの評価は総じて失敗だと断言し

ている（ではどうすればいいかについては言及していない）。

マイナス金利を実施しても融資は増えない。２０１６年から～２０年までの間の日本経済の実質成長率

は年平均１％だろうと予想している。

現在の円を評価して、まさに絶妙な表現と言える「円は黄昏の安定通貨」と述べている。いや英国「The
Economist」誌に能力の高さ、慧眼に脱帽だ！！日本のすべての経済誌は英「エコノミスト」に残念なが
ら及ばない。

通貨の未来 円・ドル・元 ２０１６年４月１５日 第１刷 英「エコノミスト」編集部

定価（本体１５００円＋税）

「お知らせ 南光州ＲＣ会員の来訪について」 炭谷亮一・金沂秀

来たる９月３０日に韓国の友好クラブ南光州 RC のメンバー 朴天学御夫妻、李承采御夫妻、千命培御夫妻、崔

国信会員、計７名の方が友好訪問されます。

９月３０日（金）小松空港 10:50a.m.着 午後 7:00松魚亭にて懇親会を行います。多数の会員の御出席下さい。
１０月１日（土）10時頃のサンダーバードで京都観光に向かいます。

金会員夫妻、村田会員夫妻、岩倉会員 そして炭谷が同行します。 京都泊

１０月２日（日）同じメンバーで奈良・大阪観光に向かいます。 京都泊
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１０月３日（月）南光州のメンバー御夫妻は関空より 11:55 a.m. 離日されます。 最後まで炭谷が同行します。

百万石の会員の皆様におかれましては、２日間の関西旅行に参加されなくとも、可能ならば９月３０日（金）午

後７：００からの歓迎懇親会にご出席ください。

オープンロータリーについて

〔日 時〕 ２０１６年１０月６日（木曜日）１9： 00～
〔場 所〕 ホテル日航金沢５Ｆ「オーキッド」 金沢市本町2-15-1 TEL(076)234-1111

〔会 費〕 友人・知人は無料、家族はお一人２千円

〔目 的〕 ロータリークラブの存在とその意義を、もう一度会員自ら問いただすと共に、知人・友人・家族をご招待し、ロ

ータリー活動の中心である例会を体験し、ロータリークラブの実際を知っていただき、多くの心ある方々の参加を促進す

る目的でオープンロータリー例会を開催します。

地区大会参加に係る最終確認について

下記のとおり開催されます第２６１０地区大会につきまして、別添のとおりご出欠の連絡をいただいて

おります。また 10/23（日）は金沢駅周辺等でお集まりいただき、貸切バスを利用して参加する計画があ
り、詳細は決定次第ご連絡いたします。 つきましては、(1)最終のご出欠について、(2)参加交通手段
について 9/15（木）までに、金沢百万石 RC事務局までご連絡をお願いいたします。
１．日程等について

日 程 内 容 参加対象者 会 場

10/22（土） 11:00～ 地区大会委員会 地区大会役員 砺波市 文化会館

13:00～ 14:20 指導者育成セミナー講師：野村総研顧問 吉崎 正弘氏

会長・幹事 次期会長・幹事 五大奉仕委員長 地区役員・委員長 ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ等

14:50～ 16:50 本会議Ⅰ

移 動

18:00～ 20:00 RI会長代理ご夫妻 歓迎夕食会 会長・幹事／地区役員・委員

長／ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ等 砺波ロイヤルホテル

10/23（日） 12:30～ 14:20 本会議Ⅱ－１ 全会員 砺波市文化会館

14:45～ 16:00 記念講演 講師：東洋思想研究家 哲学家 境野 勝悟氏

16:20～ 17:00 本会議Ⅱ－２

移 動

18:00～ 20:00 大懇親会全会員 砺波ロイヤルホテル

２．その他

・10/22(土)指導者育成セミナーには、対象枠を超えて聴講いただくことが可能です。
・10/22(土)歓迎夕食会にご出席の方は、会費(@12,000)のお支払を事前にお願いします。
・10/22(土)の変更を希望される場合は別途事務局までご連絡ください。
・10/23(日)は出席・欠席に関わらず、地区大会登録料自己負担分（＠ 5 千円）を上期会費納付依頼書に
含んでおり、また出席される場合の差額 6千円はクラブにて負担いたします。・駐車場等詳細については、
大会日近くになりましたらご案内いたします。地区大会出席者： 黄懿園 吉田昭生 矢来正和 村上咏実子

宮永満祐美 藤間勘菊 谷伊津子 炭谷亮一 衣川昭浩 魏賢任 大路孝之 上杉輝子 岩倉舟伊智 武藤清秀 若狭豊の

皆さん

朴天學様 李承采様 千命培様 崔國信様

パクチョナク イスンチェ チョンミョンベ チェクッシン
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会員消息：

ノチデ会計４０周年記念パーティ（後出博敏会員）

⒐/25（日）ＡＮＡクラウンプラザホテル にてノチデ会計創

立４０周年記念パーティがあり、谷本知事、安宅商工会議所会

頭はじめ多くの名士が見えました。金沢百万

石ＲＣからは若狭豊会長ら 11 名が出席し、
懇親会には谷伊津子会員のシャンションショ

ウありました。顧客は広い会場にあふれ、会

社の努力と成長のあとがみられました。これ

からはご子息が継承されて、ますます発展さ

れる事でしょう。

「台湾超激安観光」炭谷亮一

先週、会員の皆様御存じの香林坊 RCの小幡謙二会員の誘いで何ん
と２泊３日でエアー代・ホテル２泊料金そして送迎つきでなな何ん

と１万５０００円の超々激安台湾旅行に野々市 RCの中村啓二郎会
員の３名で行って来ました。さすが台湾旅行の達人の小幡さんの引

率により我々３名かなりの珍道中でしたが実に激しく忙しく有意義

な旅行となりました。

初日の夜は猥雑な屋台村でウナギと刺身をつまみに台湾ビールを胃

に流し込んで台北の夜をエン

ジョイしました。

２日目は台北発の新幹線（一人３０００円の安さにビックリ）で

台南に向かいました。途中嘉義で下車小幡さんの旧友の嘉義南 RC
李龍駒会員（整形外科医）と黄佳生会員（薬局とレストラン経営）

がレクサスで我々を新故宮博物館へ、その後偉大な県人、八田與

一がつくった烏山頭ダムに行き、八田與一の銅像に拝礼しこれで

旅の目的を果たした気持ちになりましたが、黄さんのレストラン

で超豪華なやや遅い昼食を御馳走になり感謝感激更には約１時間半をかけて台南市まで送っていただき

ました。ロータリアンの友情に甘えさせていただきました。１１月に片山津でのゴルフの為来日される

予定とのこと再会を楽しみにしています。そして台南市ではやはり小幡さんの旧友で３０年前に東京米

山学友会長の台南 RC の黄元硯会員の同行で当日たまたま例会日だった台南西 RC の夜間例会に出席し
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大歓迎をうけました。黄さんは完全なバイリンガルでしかも台南西 RC のメンバーの中に日本留学経験
者（東大と東北大）が３名おられ、コミュニケーションが容易で当例会の様にリラックスしすぎておい

しい赤ワインを何杯もお代わりしました。台南の夜は

黄さんのなじみの台湾風キャバクラ（３０代前半の女

性が大半）に行き「銀座の恋の物語」を熱唱しました。

台湾ロータリーアンを通して日本と日本人に対する好

意と友情をつくづく感じさせられた旅行でした。ああ

それにしても安かった！！

2016～ 17 役員・理事・委員会

(役員）会長：若狭豊 ｴﾚｸﾄ：上杉輝子 副会長：藤間勘菊 宮永満祐美 幹事：武藤清秀 副幹事：大路孝之

会計：西村邦雄 SAA会場監督：布施美枝子 直前会長：魏賢任

（理事）クラブ管理運営委員長東海林也令子 奉仕プロジェクト委員長川きみよ

会員組織委員長 金沂秀 広報委員長矢来正和

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

理事会オブザーバー・アドバイザー：パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事岩倉舟伊智

(委員会)
クラブ管理運営委員長：東海林也令子 副：井口千夏

親睦： ◎井上正雄 大沼俊昭 勝山達郎 北山吉明 相良光貞 竹田敬一郎 道端勝太 村上咏実子 森眞一郎

山崎正美

例会：（プログラム/出席） ◎井口千夏 上田喜之 辰巳クミ 水野陽子

SAA： ◎布施美枝子 井上正雄 上田喜之

ニコニコ：◎表 靖子 井上正雄 矢来正和

友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP検討 ◎江守 巧 炭谷亮一 後出博敏

富山西 RCとの交流◎岩倉舟伊智 木場紀子 谷伊津子 野城 勲

金沢北 RCとの交流 ◎藤間勘菊 杵屋喜三以満 二木秀樹

その他友好クラブ ◎石丸幹夫 大路孝之 魏 賢任 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

直前委員長:東海林也令子
奉仕プロジェクト委員長：川きみよ 副：大路孝之

職業：◎村田祐一 永原源八郎 二木秀樹

社会（新世代・青少年を含む）：◎永原源八郎 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子

国際：

世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ◎炭谷亮一 岩倉舟伊智 大路孝之 勝山達郎 金 沂秀 西村邦雄

描き損じハガキ ◎江守道子 大沼俊昭 相良光貞 竹田敬一郎 野城勲 後出博敏 山崎正美

米山奨学会 ◎藤間勘菊 上杉輝子 大路孝之 土田初子

青少年奉仕 国際青少年交換(日韓など）◎大路孝之 上杉輝子 江守 巧 高田重男 宮永満祐美 吉田昭生

直前委員長: :水野 陽子

会員組織委員長：金 沂秀 副：魏 賢任

会員増強： ◎魏 賢任 井口千夏 北山吉明 高田重男

修練 （ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ） ◎北山吉明 杵屋喜三以満 木場紀子 吉田昭生

直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：表 靖子

広報: ◎上杉輝子 西村邦雄 矢来正和

ロータリー情報： ◎表 靖子 土田初子 布施美枝子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野村礼子

直前委員長 藤間勘菊

長期姉妹クラブ担当 韓国南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎：石丸 村田 金沂秀 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 【会員拡大増強委員会】 委員 魏賢任 【広報委員会】 委員 藤間勘菊 【ロータリー財団委員会】

カウンセラー 炭谷亮一 【ロータリー米山寄付推進担当】 委員 大路孝之 【危機管理委員会】医師 石丸幹夫

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F〒 920-0852金沢市此花町 3-2 T076-262-2211 F076-262-2241

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://100rc.jp/
事務局執務時間 月火水金 9：00～ 15：00休憩時間 12：00～ 13：00 木 15:00～ 20:00 休日（土日祝日)

事務局員 西村有里 幹事 武藤清秀

クラブ例会予定
⒐/29 ギター奏者 垣田 堂 様

10/6 オープンロータリー ホテル日航５Ｆ

10/13 坂岡雅志様

10/20 富山西 RCとの合同例会「 」

2017.1/26 石田寛人 元チェコスロバキア大使


