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米国経済は、09年7−9月期の実質GDP成長率が
前期比プラスに浮上しましたが、2010年を通じて
緩慢な回復軌道を辿ると見込まれます。家計の負
債削減の動きや商業用不動産の不良債権化などが
成長の重石となるでしょう。
日本経済は、輸出回復と政府の経済対策の効果
を受け、09年4−6月期以降、2四半期連続でプラ
ス成長となりました。ただ、急速に進んだ円高の
2010年の世界実質GDP成長

悪影響や経済対策効果のはく落などから、2010年

率は前年比＋4.2％と、戦後

前半にかけて、景気は再び減速に向かう可能性が

初めてマイナス成長に陥った

高いと考えられます。2010年半ば以降は、①過剰

09年（同−0.9％）から顕著

な生産設備・雇用削減の一巡、②アジア経済の高

に加速すると予想されます。

成長持続と円高による悪影響の緩和を背景とした

ただし、低調な先進国経済

輸出拡大、③財政政策の支援などを受け、日本の

（同＋2.0％）と堅調な新興国

景気は再度拡大基調に転じると予想します。
中国経済は、09年7−9月期の実質GDPが前年同

経済（同＋6.6％）との格差がより際立つと見込

期比＋8.9％と、4−6月期の同＋7.9％から伸びが

まれます。
金融政策を正常化する「出口戦略」としての政

加速しました。中国当局は、V字型の景気回復と

策金利の引き上げ時期は、ニュージーランドは

インフレのバランスを重視しつつも、銀行からの

2010年1−3月期、中国とブラジルは4−6月期、英

融資資金が投機に回らないよう規制を強化する方

国は7−9月期、ユーロ圏は10−12月期、米国は

針を打ち出しています。野村證券では09年の実質

10−12月期以降と予想します（なお、豪州は既に

GDPを前年比＋8.5％、2010年を同＋10.5と予想し

09年10月以降利上げ局面入りしています）。

ています。

きそうです。
私の業界も実質減産が続きそうです。いま呉服
業界では、成人年齢を18歳に下げてはとの法律が、
国会で論議がされることに対し、危倶の念をいだ
いております。
そのわけは大学受験と重なることによる、本人
と親御さんの負担増が避けられないことです。成
皆さん、今日は。安蒜俊雄さんよくお出掛け下

人は20歳のままをのぞんでおります。
さて、１月はロータリーの友にありますように、

さいました。
去る11日は成人の日と云うことで、今年も早朝

ロータリー理解推進月間として、松戸ロータリー

より成人式のための、着物の着付けサービスを致

クラブの設立のころの話を少し致します。昭和32

しました。本人はもちろんのこと、ご家族皆さん

年4月21日に中部小学校講堂にて認証伝達式があ

のお慶びの様子を拝見することが、毎年のことな

りました。私は中部小の卓球５年生の頃、おじい

がら幸せを感じ、感激を致しますとともに今後の

さんたちがよく講堂にみえていたことを覚えてお

ご家族の幸せを念じております。今年の成人は初

ります。皆さんもご存知の方も多いと思いますが、

めての平成生まれで、人口は約127万人若、この

チャーターメンバーの23名中20名は覚えておりま

人達が生まれた年の成人の人口は180万人強いま

す。最年長者は川井重次郎さんで、川光物産の現

したから、実に60万人の減少となりました。今後

社長の光之さんの祖父で、2番目の年長者が中山

も成人を迎える人口は110万人をここ10年間は続

庄之助であり明治24年生まれで、私の祖父です。

− ２ −

加藤竹次郎さんは加藤栄会員の祖父で、高橋愛典
さんは小山の浅間神社横の高橋製粉現会長の祖
父、恩田明さんは、馬橋の恩田病院の先生、倉田
惣兵衛は葛西屋の隣で薪炭業を営み、後に子息の
晧さんは、ロータリーにも在籍しました。杉浦裕
会員、小泉勝司会員と同年配です。渡辺好一郎さ
んは宮前町の薬局経営で、次に染谷茂三郎さんで
すが、千葉相互銀行の支店長さんで、松戸ロータ

１．クラブ内、会議等の案内

リークラブ設立のための、実質的に動いた人で、

①

本日例会終了後クラブ協議会がございます。

長老達を纏めた立役者でありました。ご子息たち

各委員長をはじめ該当される方のご出席をお

は、松戸駅前で松戸興業という家具屋さんをして

願い致します。

おりましたが、今は、みずほ銀行のビルオーナー

②

すでにご案内しておりますが、来月２月第３

をしております。次に原田重左衛門さんは2丁目

週の例会は12分区合同例会として18日の木曜

の商工会議所前の米屋さんです。小泉正夫さんは

日に森のホールにて開催されます。合同例会

小泉会員のお父様で歯医者さんです。根本武さん

に引き続いて午後１時10分より午後３時40分

は3丁目の眼科医で、小泉先生と親戚関係です。

までインターシティミーティングが開催され

及川好之助さんは日暮の地主農家で、立沢捨五朗

ますので日程の調整をよろしくお願いします。

さんは2丁目で今は水戸街道より伊勢丹への入り

２．外部からの会議・連絡事項等の案内
特にございません。

口にありまして、酒類雑貨の問屋業を営業。4代
目の淳三さんも松戸ロータリーに在籍、第27代会

３．他クラブ会報・その他
特にございません。

長を務めております。渡辺兼春さんは上本郷の地
主農家で松戸競輪場の設立に際し、土地を提供し

４

特にございません。

ています。山本政蔵さんは向山下の人で県会議員
さん。稲葉秀男さんは第40代の松戸ロータリーの

例会変更の連絡

５．その他報告
特にございません。

会長を務めた本町の関宿屋のお父さんです。有馬
昇さんは松戸税務署のOBで3丁目の市民会館の通
りで税理士事務所をひらいておりました。倉田保
さんは倉田惣兵衛さんの義理の兄弟で、前参議院
議長、倉田寛之さんのお父さんで1丁目の駅前で
倉庫業を営んでおりました。とともに県議会議員
を務めておりました。次に松本清さんはマツモト
キヨシ薬局の創業者で、すぐやる課や市民の為に
役立つ所、等で松戸市役所を全国的に有名にしま
した。

第2790地区ガバナーエレクト事務所より下記の
通り連絡がありました。

最後に川井輝吉さんは今の川光物産の斜め前で
自転車屋で、松戸競輪の創業者であり今の川井敏

○地区チーム研修セミナー

久市長のお父さんであります。以上のように多士
多才な人達が集まり松戸ロータリークラブは創立

３月７日

○会長エレクト研修セミナー

され、今の商工会議所の隣の地にあった千葉銀行

３月27日

松戸支店を例会場としておりまして小林三九男さ

○地区協議会

んは千葉銀行の支店長さんで初代SAAを務めまし

４月29日（

た。設立後数か月後に、島村俊充会員のお父様の

ホテルニューオータニ幕張
ホテルニューオータニ幕張
アパリゾート東京ベイ

○地区大会記念ゴルフ大会

島村俊さんが入会いたしております。ここに黎明

10月４日

期の松戸ロータリークラブの活動が始まったので

○地区大会

す。まとまりませんが以上で会長挨拶といたしま

11月６日

犬吠埼京成ホテル

す。

11月７日

銚子市青少年文化会館

− ３ −

レインボーヒルズカントリークラブ

インドネシアで教育の機会を聞く

中山会長

インドネシア・アチェ州の子どもたちは、2004年

入会記念祝 常盤会員

の大津波と30年以上に及ぶ紛争により、教育を受け
ることさえままならない状態でした。

会員51名

義務会員40名

免除会員11名

南アジアを襲った津波では、20万人以上の犠牲者

出席39名

義務会員35名

免除会員 4名

が出ました。さらに、中央政府と独立はグループの

仮欠12名

義務会員 5名

免除会員 7名

長期的な紛争は2005年に平和協定の調印に至った
ものの、アチェ州の教育施設の整備は遅々として進
んでいませんでした。

島村

善行君

奥村

祐二君

川並 芳純君
土、肥伸一郎君

竹内

博君

こした子どもたちの窮状に心を痛めた第2780地
区のロータリー財団学友会は、支援活動に動き出し
ました。インドネシアの非政府組織「コミュニタ

太田原慎一君
本日出席率

鎌ケ谷RC

ス・ティカール・パンダン」からの問い合わせに応

１月７日

じて、アチェ州の子どもたちのために図書館をつく
ることを決めました。

88.64％

学友会は、昨年3月逗子市にて、図書館プロジェ
クトのためにアチェ・チャリティーコンサートを開

安蒜

俊雄様

き、1万6,000ドルを集めました。

松戸東RC

コンサートには、ロータリー奨学生としてイタリア
に留学した4人、ソプラノの渡辺ローザさん（200001年度）と渡辺昌子さん（2001-02年度）、ピアノ

【ニコニコBOX】当日￥

5,000 累計￥ 708,200

の高橋裕子さん（1992-93年度）、ヴォーカルの辻

【財

3,692 累計￥

康介さん（1997-98年度）が出演。第2780地区ロー

団BOX】当日￥

75,304

タリー財団委員会をはじめ、逗子ロータリークラブ、
逗子市教育委員会、インドネシア大使館、日本財団、

常盤映彦君／入会祝有難うございます。充分な活
動も出来ない内に古株になりつつあります。今後
も宜しくお願い致します。

そして数多くのロータリアンと学友の後援を受けて
実現したコンサートです。
プロジェクトでは、本、本棚、机、いすを備えた
図書館を3つの村につくることができました。7月に
はロータリアン2人と学友2人がプロジェクトの実施
地を訪問しました。全文はこちらからご覧になれま
す。

http://www.rotary.org/ja/MediaAndNews/News/Pages
/091223̲news̲aceh.aspx

文責／太田原
− ４ −

