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第９１５ 回 例会 Ｎｏ．７ 平成 ２６年８月２１日（木） 晴

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「我等の生業」

■ 出席報告 会員４７名中２８名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ ゲスト

■ スピーカー

６３.６４％   出席計算人数４４名

８月７日   ９５.１２％

㈱ｹｰﾀｯｸﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ 岡 緑 様

        〃

会長挨拶                    永井克昌

８月の祝福
誕生日 結婚記念日

5 日 武山さんご夫人 なし

15 日 磯部さん

19 日 後藤さん

藤田さんご夫人

23 日 岡田さん

ニコＢＯＸ
後藤さん 今日は私の誕生日です。

川原さん 中国のハルビンへ行ってきました。ロシアモー

ドの街で、中国らしくありません。町もクリーンです。目的

はハルビン医科大学の訪問でした。久しぶりの家族旅行

でした。

●本日は卓話に㈱ケータック・プランナーズ代表取締役

の岡 緑様をお迎えしています。岡様、ようこそお越し下

さいました。会員一同心より歓迎申し上げます。今日はよ

ろしくお願いします。

永井会長、矢野幹事、十文字、岩田、横田、小菅、和

田、吉田、西川、渡邉、安江、有沢、堀江、水野、河原、亀

井、田中  （敬称略）

本日合計 ５０，０００円

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎８月２８日（木）第 916 回例会 「職業奉仕卓話」

◎９月 ４日（木）第 917 回例会  「クラブフォーラム」

「青少年奉仕」名古屋中央 RAC 会長 岡田楓さん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

経済研究会～ 一口指南 ～

安藤正道

安倍内閣の支持率（7月25～27日・日経）は48％と、政権

発足来初の50％割れとなった。安倍政権は、10月 26日の

福島県知事選挙、11月16日の沖縄県知事選挙、来年春

の統一地方選挙を控え、この支持率回復が急務になったと

いえる。そのテコ入れとしては、①9 月第 1 週の大幅な内閣

改造、②同第2週の北朝鮮拉致被害者の調査報告、③日

経平均株価の高値（1 万 6320 円）奪回 ― などが重要な

役割を持とう。政府は、9 月に省庁を横断的に取りまとめる

「まち・ひと・しごと創生本部」を発足させ、同月の内閣改造で

は地方創生担当相を新設する。そして、8 月末の概算要求

で地方創生枠 1 兆円を計上した後、10 月の臨時国会では

地方創生関連法案を提出、来年 1 月には「地方創生の長

期ビジョンと総合戦略」を発表の予定だ。関西、沖縄など国

家戦略特区でのカジノの具体化を含め、今秋から年末にか

けての市場テーマは「ローカル・アベノミクス（地方創生）」で決

まりだろう。

もうひとつのテーマは、「ジャパン・テクノ・イノベーション（日本

企業の技術革新）」となろう。日本企業の復活には、やはり

日本の得意とする“モノづくり”が原点になろう。そこに、新たな

付加価値を創造するイノベーション（技術革新）が加わること

が必要となろう。その典型的な例が「ロボット」であり、先進

（安全・自動、双方向通信）運転システム搭載車、いわゆる

“クルマのスマホ化”分野だろう。

「自動車産業は、今 100 年に一度の転換点にある」とは、米

GMの幹部の言葉（14年1月の国際家電見本市）が象徴し

ている。米国の IT（情報通信）の巨人でアップルやグーグルが

本気で進出し始めていることからも、その潜在的市場の大き

さが窺える。環境技術で世界に誇る日本の自動車と電機・

電子部品メーカーの融合（メカトロニクス）は、日本企業再生

の大きな切り札として残されているように思う。

マーケットの大きな潜在リスクは、①米国の利上げ前倒しに

伴うマネーの流れの変調だが、最近の欧州の景気鈍化もあり、

金融緩和の出口が来年の半ば以降というシナリオに変更は

無かろう。もうひとつの、リスクであった②中国経済の下ブレ懸

念も、汚職撲滅がヤマを越し、経済への目配り開始で後退

しつつある。となれば、秋の日銀による追加緩和、GPIF（公

的年金）の運用見直し、企業収益の上方修正期待 ― な

どが、日本株のポジティブ要因として効いてこよう。このため、



夏の足踏みは「押し目買い」の好機と捉えたい。

卓 話

㈱ケータック・プランナーズ 岡 緑

「アンデスに魅せられて」

１．チリはどんな国？ … 天然の防壁

（病原菌によるぶどうの絶滅を防いだ）

２．３つの素敵なｗとは？

①Wine   新世界ワインとして注目されたチリワイン。

日本のワイン輸入ではフランスに次ぐ第２位の輸入国に

なっている。

②Weather  一番住みやすい地中海性気候。ヨーロッパ

の男性の理想は、冬に避寒にチリに行き、過ごしやすい

天気の元、美味しいワインを飲み、きれいな女性と付き

合うこと。

③Women   チリでは肌のきれいな女性が多い。家庭

のローズヒップオイル（祖母から母へ、母から娘へと受

け継がれる手作りの美容液）、それがチリの女性の肌の

美しさの秘密。チリのローズヒップオイルが注目された

のは、大女優として有名なカトリーヌ・ド・ヌーヴが愛用し

ている飛躍として話題になったのがきっかけです。

ローズヒップオイルとは野ばらの実の種子を搾ったもの

です。トレッキングの聖地、パタゴニアノアンデス山脈の

麓に可憐に咲きます。ゲーテの詩にあったように、かつ

ではヨーロッパでも咲いていましたが、チェルノブイリ以

降は NG となりました。（抜粋）

その他にもグレープシードオイル、アボカドオイル、エキ

ストラバージンオリーブオイル などご紹介頂きました。

第２回理事会 議事録

平成２６年８月２１日（木）12：00～

名古屋クレストンホテル 例会場

出席者 永井、西川、岩田、長谷川、小菅、磯部、藤田、

     松尾、渡邉、後藤、矢野、和田

議題

１．希望の風奨学金の件  却下

２．岡山丸の内 RC 28 日打ち合わせの件 承認

３．その他

   ・WFF 例会場使用の件

   ・会長エレクト推薦委員会選出 …１０月第２週

   ・カンボジア新年度薬品代送金の件

   ・職場見学の件

第９１４ 回 例会 Ｎｏ．６ 平成 ２６年８月４・５・６日

夏の家族旅行会「青森ねぶた祭り」

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ

■ 出席報告 会員４７名中１２名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ ビジター

（７日サイン受付）

３０.００％   出席計算人数４０名

７月２４日   ９５.３５％

岡崎 RC 同前仁史さん以下 13 名

青森ねぶた祭り家族旅行会 報告

親睦活動委員長 松尾雄二郎

８月４日早朝より名古屋小牧空港に会員・家族含め総勢

２５名が集合してねぶた祭に参加してきました。

現地訪問は３年前の長谷川会長年度に続き２回目であ

り、勝手を知ったメンバーもおりましたが、初めての方も

多く、人口３０万人程度の青森市に全国から３００万人が

訪れる盛大な祭りに向けてワクワクの出発でした。

初日は浅虫温泉の辰巳館にて一汗流してから、居酒屋

きたさんで乾杯！

全員が揃いの浴衣に着替えて現地の世話役の外崎玄さ

ん所属、青森市民ねぶたチームの跳ね人として祭の一

部になり、大いに汗を流し、また(ラッセーラ・ラッセーラ)

の掛け声でねぶた祭りを盛り上げました。

簡単な打ち上げのあと、クタクタの身体をバスに横たえ

る事２時間弱、宿泊地である陸奥・横浜町のロッジにた

どり着き初日を終了。二日目はチャンピオンコース夏泊

ゴルフリンクスチームと、下北半島観光（恐山・大間のマ

グロと海の幸ずくし）チームに分かれ、夫々の予定を楽

しんだ後、きたさんにて合流、再び浴衣に着替えて祭り

に参加しましたが生憎の荒天となった関係で、途中で引

き揚げました。

少し踊り足りない方達もいましたが、子供たちもずぶ濡

れの身体になりながら無事に引き上げられ、皆さん満足

だったと思います。最終日も生憎の天気ではありました

が、市場の新鮮な海鮮や酸ケ湯温泉を堪能しての名古

屋帰着となりました。

遠方で参加が難しかった会員の方には申し訳ない気持

ちもありますが、参加出来たメンバーはそんな方々の分

まで十分に楽しんできた事と思います。

また機会があれば訪れたい、そんな日本の風景です。


