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０７－０８年度のＲＩテーマが決まりました。

全世界のガバナーエレクトが、アメリカ・カリフ
ォルニア州サンディエゴに集まり、国際協議会が
スタートしました。
月 日午前 時から始まった第 本会議は、1 29 9 1

ウィリアム ボイドＲＩ会長の開会宣言、歓B.
迎の辞に続き、ロータリーの加盟国の国旗がＲＩ
研修リーダーによって順番に入場、最後に、ボイ

ウィルフリドＲＩ会長のニュージーランド国旗と
のカッド ウィルキンソンＲＩ会長エレクトJ.

ナダ国旗、国際ロータリーの旗 が入場しました。
続いて、ＲＩ理事と元ＲＩ会長の紹介に移り、いよいよ第１本会議の

クライマックス。 される瞬間を迎えました。そして、ウィルキンソンＲＩ会長か2007-08 年度のＲＩテーマが発表
ら次年度のＲＩテーマ ロータリーは分かちあいの心が発表されると、会場から拍手が沸きあがROTARY SHARES
りました。共に活動することを約束したガバナーエレクトの力強い掛け声で、感動のうちに 回本会議は幕を閉じ1
ました。

李東建氏が － 年度ＲＩ会長ノミニーに選出される2008 09
国・ソウル漢江ロータリークラブ（ＲＣ）会員の李東建（ ）氏が、国際ロー韓 Dong Kurn Lee

タリー（ＲＩ）会長指名委員会にて、 － 年度ＲＩ会長ノミニーに選出されました。氏2008 09
は、対抗候補者が出ない限り、 月 日をもって、正式にＲＩ会長ノミニーに指名されます。12 1
李氏は、 年にＲＣ入会。ガバナー、ＲＩ理事（ － 、ＲＩ財務長（ － 、ロ1971 2001 03 2002 03） ）
ータリー財団管理委員（ － から）などを歴任しています。2003 04
李氏は、ソウルの製造会社、 および の会長であり、ソウBubang Co. Ltd. BubangTechronCo.Ltd.
ル銀行の元理事です。また 年に、韓国政府から国際親善大使に任命されました。2005

金沢市内ＲＣの例会変更
（水）夜間例会 ～ 金沢ニューグランドホテル （水）ＩＭに振り替えのため休会金 沢 RC2/7 2/1418:00

月）新春懇親例会 ： ～ 松魚亭金沢東 （RC 2/5 18 30
（月）ＩＭに振り替えのため休会2/19

（金）ＩＭに振り替えのため休会 （金）５ＲＣ夜間例会 ～ 都ホテル金沢西 RC 2/9 2/16 18:30
（火）ＩＭに振り替えのため休会金沢南 RC 2/13
（木）ＩＭに振り替えのため休会 （木）夜間例会 ～ 松魚亭金沢北 RC 2/15 2/22 18:30
（月）ＩＭに振り替えのため休会香林坊 RC 2/5
（火）→ （金）に振り替え５ＲＣ夜間例会 都ホテルみなと RC 2/13 2/16 18:30
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点鐘
『 手にロータリーソング

手つないで 』
四つのテスト
会長 挨拶
このところ またまた耐震構造が

新聞の話題になっています。無責任
な話しです。

日本銀行金沢支店長 佐藤 毅 一 郎 様特別ゲスト
きいちろう

金沢北ＲＣ 米澤眞二様ビジター
《 食 事 》

幹 事 報 告 ・ 委 員 会 報 告
池田会計からですが、上半期が終わり各委員会の方で下期予算が大幅に増減がある場合は、後程江守幹事

用紙を配りますので ご報告下さいとの事です。

21,000 449,740 5,301,760-ニコニコＢＯＸ ￥ 本年度合計 ￥ 残高 ￥
謝礼金は頂けないので、ニコニコボックスに入れさせ戴きます。 米日銀支店長佐藤様 金沢北ＲＣ会長

澤眞二様 今年初のメーキャップです 佐藤さん、ようこそ！ 本日は よろしくお願いし江守幹事

ます。 佐藤さんをお迎えして。今日 お話を聞いた人は、儲かりそうですね。お話楽しみにして金 会員

木村陽子会員 齋木会員います。 日銀支店長 佐藤様をお迎えして。本日はよろしく御願いします。

佐藤日銀金沢支店長様をお迎え致します。卓話、楽しみに致しております。 日本ＢＫ金沢宮本薫子会員

支店長 佐藤様ようこそ。卓話楽しみにしています。

講話の時間
日本銀行金沢支店長 佐藤 毅 一 郎 様『 最近の金融経済の動向 』

きいちろう

講師紹介 斎木会員 平成 年 月から日本銀行金沢支店長をなっさています。佐藤様は慶応大学をご16 3
卒業になっておられます。今まで金沢市のＲＣで講話され、このクラブが８番目です。

金沢に着任して以来、この３月で丸 年になります。この間、ロータ3
リークラブではよく卓話をさせて頂いており、今回の百万石クラブで市

2002内８ＲＣ全てにおいて卓話を行ったことになります。日本経済は
年より景気が回復しておりまして、２００６年１１月でいざなぎ景気の
拡大期間を超えました。金沢では、１０年ほど前から日銀支店長が新年
に俳句を詠むことになっていますが、今年は息の長い回復が続くという見通しの下 「初、
荷曳き 猪（しし）突き進む 息長く」と詠みました。

今後の経済の見通しとして
実体経済は内需と外需がともに増加し、企業部分から家計部分へ波及が進むもとで、息の
長い成長を続けると予想される。景気拡大が長期化し、成熟段階に入っていくにつれて、
成長の水準は 年度は ％台半ば、 年度は ％程度と、潜在成長率近傍に向けて2006 2 2007 2
徐々に減速する可能性が高い。

国内企業物価は、原油価格をはじめとする商品市況や為替相場にも左右されるが、上昇基調を続けるものと物価
みられる。
消費物価指数（全国、除く生鮮食品）は、前年比のプラス幅が次第に拡大し、 年度は ％台前半、 年度2006 0 2007
は ％台半ばの伸び率となると予想される。0

物価安定のもとで持続的な成長を実現していく可能性が高いと判断されるが、その場合、金融政策面金融政策面
から刺激効果は一段と強まり、中長期的にみると、経済活動や物価の振幅が大きくなるリスクがある。

一方、景気拡大や物価の上昇が足踏みするような局面も考えられるが、物価下落と景気悪化の悪循環に転化する
。（ 、 、リスクは小さくなっている 金融システムの安定が回復し 設備

雇用、債務の過剰が解消 。）
極めて低い金利水準による緩和的な金融環境金融政策の運営方針

を当面維持しながら、経済・物価情勢の変化に応じて、徐々に、早
過ぎず、遅すぎず、テンポとしてはゆっくりと、金利水準の調整を
行うことになると考えられる（早めに金利を上げることによって、
景気拡大の芽を摘むという考えはとらない。逆に、金利政策のタイ
ミングが遅すぎず、経済が不必要に加速することによって、先行き
の景気の波を大きくすることも避けたい＜ 月の経済財務諮問会11

点鐘議における総裁発言＞。 （以上卓話資料より抜粋）

5F408 回ホテル日航

2007.2.1
18/36 50.00%出席率

月の修正出席率 ％12 84.26

例会 予定
佐藤毅一郎様（日本銀行支店長）11/25
「最近の金融経済の動向」

島村正喜様（県中央病院泌尿器科2/1
医師 「性感染症について」）

鈴木艶子様（夢らく商事社長）2/8
《家族例会》入船亭扇治師匠2/15
西のぼる様 「挿入画」2/22


