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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３５（１２）

３５（１２）

３５（１２）

１月２４日（火）

１月３１日（火）

２月１４日（火）

２月２１日（火）

２月２８日（火）

３月　７日（火）

３月１２日（日）

振替休会　2月19日（IM振替）

ＩＭを終えて（クラブ協議会）

５５周年準備例会

５５周年記念例会「創立５５周年記念式典」

赤澤・石高

籾山・松川（健）・本田・森川・田辺

２

５

93.55

84.38

２９

２７

２５７９

２５８０

２５８１

１２：３０

１２：３０

１２：３０

宮東　悠　会長

本日 ￥１７,０００  累計 ￥５００,６２３

◆宮東悠会長／誕生日のお祝いを頂き、ありがとうござい

ます。

◆宮東悠会長／鹿庭様、本日の卓話よろしくお願いいた

します。大変に楽しみにしております。

◆伊藤健司幹事／浜銀総研鹿庭さま、お忙しい中卓話に

お越しいただきありがとうございます。トランプ政権になって

混迷の世界です。良いお話を聞かせてください。

◆小金澤和夫会員／鹿庭様の卓話、楽しみにしていま

す。

◆岡田安二会員／スマイルが苦労しているように見えまし

たので！

◆馬郡恵太会員／本日は浜銀総合研究所鹿庭さんに新

年の景気展望というテーマで講演いただきます。どうぞよ

ろしくお願い致します。

◆鈴木喜一会員／私の在籍年数の祝いありがとうござい

ます。

　本日は、「新年の景気展望」についてお話させ

ていただきます。

　　まず、海外経済に目を向けると、２０１７年の米国

の経済成長率は＋2.4％と伸び率が高まると予測

しています。これは足元の米国の雇用情勢が改

善を続けており、個人消費が今後も堅調に推移

するとみられるためです。また、ユーロ圏経済も緩

やかなプラス成長を維持するとみています（２０１７

年の経済成長率は＋１.３％）。ユーロ圏総合ＰＭＩ（購買担当者景気指数）をみても、足

元２０１７年１月は５４.３と景況感の境目とされる５０を大幅に上回った水準で推移してい

ます。中国経済は、成長率こそ低下傾向が続くものの（２０１７年の経済成長率は＋６.４％）、公共投資などが下支え役となり、

大崩れすることはないでしょう。

　　こうしたなか、２０１７年度の日本経済は＋1.1％と緩やかな成長が続くとみています。需要項目別にみると、個人消費は、雇

用者報酬の改善などを背景に堅調に推移することが見込まれます。ただ、節約志向は依然として続いており、今後、伸び

率が大幅に高まりそうにはありません。輸出は海外経済の持ち直しの動きを受けて足元で上向いています。しかし、先行き

世界経済がリーマンショック前のような高成長を達成するとは見込みにくく大幅な伸びは期待できないとみています。また、

設備投資は足元で弱い動きをしています。これは２０１６年前半の円高による収益悪化が影響しているとみられます。ただし、

昨年１１月の米国大統領選挙以降は大幅な円安・ドル高となっていることから、今後輸出企業を中心に業績の回復が期

待され、設備投資にも前向きな動きが徐々に出てくるかもしれません。公共事業は足元こそ弱い動きとなっているもの

の、今年１～３月期以降は政府の大型補正予算の効果が現れてくるとみられ、景気を押し上げるとみています。以上のよ

うに、２０１７年度は日本経済全体を引っ張るけん引役となりうる需要項目はありませんが、逆に足かせとなる需要項目も

ないため、緩やかな回復が続くと見込まれます。

　　もっとも、トランプ米大統領の経済政策の行方によっては世界経済が大きく揺さぶられる可能性もあります。昨年１１月の

米大統領選挙から年末にかけて、日本を含む先進国では株価が上昇したのに対し、新興国では株価が下落するなど金融

市場の反応に違いが出ています。今後、トランプ大統領の報復関税や移民抑制といった保護主義色の強い政策に注目が

集まれば、先進国でも株価が大幅に下落する可能性がある点には注意する必要があると思います。

◆井上勝彦会員／３２年

の在籍年数お祝いありがと

うございます。

◆石高誠一会員／浜銀

総研の鹿庭様の卓話楽し

みにしています。

◆増正之会員／１）在籍

年数１８年のお祝いありがと

うございます。２）今年の１月

の目標達成しました、内容

は引地川沿いの道路のタ

バコの吸い殻０運動、２月も続けます。

◆古木通夫会員／いよいよ２月！　７１歳の誕生日から、春を

迎えられるかなぁ～？？？

◆松川清会員／良い陽気になりました。まだこれからの寒

さに注意ですね。

第25７６回　2017年1月３１日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／佐々木　和夫　会員

斉　　唱／「我等の生業」

ゲ ス　ト／㈱浜銀総合研究所調査部
　　　　　　　　　副主任研究員　鹿庭　雄介様

ビジター／ナシ

会長の時間

幹事報告

・2/14（火）地区　社会・国際奉仕

委員長　成田清さんの卓話です。

・2月19日はIMです。全会員登

録です。詳細はパンフレットをご覧

下さい。

・第40回大和市民まつりへのご協

賛のお願いが届いております。(本

日の理事会で協議します。）

・大和南高等学校より協賛依頼が来ています。（本日の理

事会で協議します。）

・米山奨学会、財団の寄附金領収書が届いています。

・2月ロータリーレートは116円です。

・本日例会終了後、定例理事会があります。

【ポスティング】 

・次第

・週報

・卓話者経歴書

・第７回理事会議事録

・大和南高校ダンス部国際大会について

・米山寄付・財団寄付領収書

・2016-2017年度第6Ｇ第2回新会員セミナーのご案内（入

会3年未満のかた）

【回覧】

・第３回大和市自治会交流フェスタ開催のご案内

・台湾表敬訪問出欠確認（現在15名）

・レート表

こんにちは。睦月も今日で終

わり、明日からは如月、生更ぎ草

木が生えはじめる意。しかし本

当の寒さはこれからでございま

す。

庭の梅の花も少しほころびだ

しました。先日もゴルフ場に行き

ましたら、芝生の上にも雑草の緑がちらほら生えておりまし

た。春がそこまで近づいて参りました。

「今日は何の日」

１月３１日は明治１５年のこの日の新聞紙面で、日本ではじ

めて生命保険金が支払われたことが報じられた、これをき

っかけに世間一般に生命保険そのものが広く知られるよう

になったそうです。「生命保険の日」。

先日新聞に、社民党のニュースを見ました。国会議員が

４名になり党勢低迷が続いている。１７年度の政党交付金は

前年より約４５００万円少ない約３億９５００万円にとどまる見

通しで、党幹部によると、職員の人員整理なども検討する

伊藤　健司　幹事

鈴木喜一君在籍３１年祝い 井上勝彦君在籍３２年祝い 増正之君在籍１８年祝い

鈴木出席委員　出席報告

宮東悠会長お誕生祝い

本日の卓話、ありがとうございました

委員会報告

◆姉妹・友好クラブ／長谷川衛委員長

回覧をしています。台北七星ＲＣ（３０周年式典参加訪問）

出席の確認、２月７日まで

新年の景気展望

そうです。

２月のロータリー月間は「平和と紛争予防／紛争解決月

間」です。２０１５年までは、世界理解月間でしたが、２０１６年

度からロータリーの月間が変更いたしました。

スマイルボックス報告
小金沢委員

卓話者紹介　馬郡君

株式会社 浜銀総合研究所
調査部　　鹿庭 雄介　様

卓話
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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３５（１２）

３５（１２）

３５（１２）

１月２４日（火）

１月３１日（火）

２月１４日（火）

２月２１日（火）

２月２８日（火）

３月　７日（火）

３月１２日（日）

振替休会　2月19日（IM振替）

ＩＭを終えて（クラブ協議会）

５５周年準備例会

５５周年記念例会「創立５５周年記念式典」

赤澤・石高

籾山・松川（健）・本田・森川・田辺

２

５

93.55

84.38

２９

２７

２５７９

２５８０

２５８１

１２：３０

１２：３０

１２：３０

宮東　悠　会長

本日 ￥１７,０００  累計 ￥５００,６２３

◆宮東悠会長／誕生日のお祝いを頂き、ありがとうござい

ます。

◆宮東悠会長／鹿庭様、本日の卓話よろしくお願いいた

します。大変に楽しみにしております。

◆伊藤健司幹事／浜銀総研鹿庭さま、お忙しい中卓話に

お越しいただきありがとうございます。トランプ政権になって

混迷の世界です。良いお話を聞かせてください。

◆小金澤和夫会員／鹿庭様の卓話、楽しみにしていま

す。

◆岡田安二会員／スマイルが苦労しているように見えまし

たので！

◆馬郡恵太会員／本日は浜銀総合研究所鹿庭さんに新

年の景気展望というテーマで講演いただきます。どうぞよ

ろしくお願い致します。

◆鈴木喜一会員／私の在籍年数の祝いありがとうござい

ます。

　本日は、「新年の景気展望」についてお話させ

ていただきます。

　　まず、海外経済に目を向けると、２０１７年の米国

の経済成長率は＋2.4％と伸び率が高まると予測

しています。これは足元の米国の雇用情勢が改

善を続けており、個人消費が今後も堅調に推移

するとみられるためです。また、ユーロ圏経済も緩

やかなプラス成長を維持するとみています（２０１７

年の経済成長率は＋１.３％）。ユーロ圏総合ＰＭＩ（購買担当者景気指数）をみても、足

元２０１７年１月は５４.３と景況感の境目とされる５０を大幅に上回った水準で推移してい

ます。中国経済は、成長率こそ低下傾向が続くものの（２０１７年の経済成長率は＋６.４％）、公共投資などが下支え役となり、

大崩れすることはないでしょう。

　　こうしたなか、２０１７年度の日本経済は＋1.1％と緩やかな成長が続くとみています。需要項目別にみると、個人消費は、雇

用者報酬の改善などを背景に堅調に推移することが見込まれます。ただ、節約志向は依然として続いており、今後、伸び

率が大幅に高まりそうにはありません。輸出は海外経済の持ち直しの動きを受けて足元で上向いています。しかし、先行き

世界経済がリーマンショック前のような高成長を達成するとは見込みにくく大幅な伸びは期待できないとみています。また、

設備投資は足元で弱い動きをしています。これは２０１６年前半の円高による収益悪化が影響しているとみられます。ただし、

昨年１１月の米国大統領選挙以降は大幅な円安・ドル高となっていることから、今後輸出企業を中心に業績の回復が期

待され、設備投資にも前向きな動きが徐々に出てくるかもしれません。公共事業は足元こそ弱い動きとなっているもの

の、今年１～３月期以降は政府の大型補正予算の効果が現れてくるとみられ、景気を押し上げるとみています。以上のよ

うに、２０１７年度は日本経済全体を引っ張るけん引役となりうる需要項目はありませんが、逆に足かせとなる需要項目も

ないため、緩やかな回復が続くと見込まれます。

　　もっとも、トランプ米大統領の経済政策の行方によっては世界経済が大きく揺さぶられる可能性もあります。昨年１１月の

米大統領選挙から年末にかけて、日本を含む先進国では株価が上昇したのに対し、新興国では株価が下落するなど金融

市場の反応に違いが出ています。今後、トランプ大統領の報復関税や移民抑制といった保護主義色の強い政策に注目が

集まれば、先進国でも株価が大幅に下落する可能性がある点には注意する必要があると思います。

◆井上勝彦会員／３２年

の在籍年数お祝いありがと

うございます。

◆石高誠一会員／浜銀

総研の鹿庭様の卓話楽し

みにしています。

◆増正之会員／１）在籍

年数１８年のお祝いありがと

うございます。２）今年の１月

の目標達成しました、内容

は引地川沿いの道路のタ

バコの吸い殻０運動、２月も続けます。

◆古木通夫会員／いよいよ２月！　７１歳の誕生日から、春を

迎えられるかなぁ～？？？

◆松川清会員／良い陽気になりました。まだこれからの寒

さに注意ですね。

第25７６回　2017年1月３１日（火）
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　　　　　　　　　副主任研究員　鹿庭　雄介様

ビジター／ナシ

会長の時間

幹事報告

・2/14（火）地区　社会・国際奉仕

委員長　成田清さんの卓話です。

・2月19日はIMです。全会員登

録です。詳細はパンフレットをご覧

下さい。

・第40回大和市民まつりへのご協

賛のお願いが届いております。(本

日の理事会で協議します。）

・大和南高等学校より協賛依頼が来ています。（本日の理

事会で協議します。）

・米山奨学会、財団の寄附金領収書が届いています。

・2月ロータリーレートは116円です。

・本日例会終了後、定例理事会があります。
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・米山寄付・財団寄付領収書
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会3年未満のかた）
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・第３回大和市自治会交流フェスタ開催のご案内

・台湾表敬訪問出欠確認（現在15名）

・レート表

こんにちは。睦月も今日で終

わり、明日からは如月、生更ぎ草

木が生えはじめる意。しかし本

当の寒さはこれからでございま

す。

庭の梅の花も少しほころびだ

しました。先日もゴルフ場に行き

ましたら、芝生の上にも雑草の緑がちらほら生えておりまし

た。春がそこまで近づいて参りました。

「今日は何の日」

１月３１日は明治１５年のこの日の新聞紙面で、日本ではじ

めて生命保険金が支払われたことが報じられた、これをき

っかけに世間一般に生命保険そのものが広く知られるよう

になったそうです。「生命保険の日」。

先日新聞に、社民党のニュースを見ました。国会議員が

４名になり党勢低迷が続いている。１７年度の政党交付金は

前年より約４５００万円少ない約３億９５００万円にとどまる見

通しで、党幹部によると、職員の人員整理なども検討する

伊藤　健司　幹事

鈴木喜一君在籍３１年祝い 井上勝彦君在籍３２年祝い 増正之君在籍１８年祝い

鈴木出席委員　出席報告

宮東悠会長お誕生祝い

本日の卓話、ありがとうございました

委員会報告

◆姉妹・友好クラブ／長谷川衛委員長

回覧をしています。台北七星ＲＣ（３０周年式典参加訪問）

出席の確認、２月７日まで

新年の景気展望

そうです。

２月のロータリー月間は「平和と紛争予防／紛争解決月

間」です。２０１５年までは、世界理解月間でしたが、２０１６年

度からロータリーの月間が変更いたしました。
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