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第2701例会	 平成 28 年 1 月 13 日（水）

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 クルーズ 由美子 親睦委員長

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
谷口 一成 ソングリーダー

「我等の生業」

お客様紹介 村山 輝忠 親睦委員
ゲストスピーカー 参議院議員・元 JP モルガン証券副社長

中西 けんじ 様
参議院 中西 けんじ事務所

白石 光治 様
川崎北 RC 元会員 日浦 和明 様
萩原 ひとみ 様（川崎中 RC）

出席報告 戸川 俊雄 出席副委員長

会員数 59 名 出席 40 名 欠席 19 名
（対象外 5 名） 出席率 74.07%
前々回訂正 欠席 17 名 MAKE UP 3 名

（対象外 8 名） 訂正出席率 86.79%
欠席者

花田君 濱田君 洪君 小林（政）君 貝田君 
上山君 込田君 宮崎君 溝淵君 松尾君 
松下君 三平君 柾木君 重田君 関君 
塩田君 渡辺（伸）君 藁科君 米山君

訃報 木村 辰雄 会員
平成 28 年 1 月 12 日ご逝去

（享年 86 歳）
【略歴】
昭和 52 年 6 月 9 日入会 在籍 38 年
MPHF(Multiple Paul Harris Fellow)
米山功労者マルチプル

謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます。

＜黙祷にあたって＞柳澤 信夫 会長
当クラブにおいて、長年に亘り様々な活動をしていた
だいたご遺徳を偲びたいと思います。

会長報告 柳澤 信夫 会長
1. 地区より、2016-17 年度「クラブを成功に導くリー

ダーシップ」冊子セット（旧クラブ役員キット）が
届いております。

2. PETS（会長エレクト研修セミナー）のご案内
日時：3 月 17 日（木）・18 日（金）の 2 日間
会場：メモワールプラザソシア 21

3. 地区研修 ･ 協議会のご案内
日時：4 月 3 日（日）
会場：洗足学園

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 他クラブ例会臨時変更

●川崎麻生 RC
1 月 22 日（金）

移動例会 誕生日会 柿生「とん鈴」 点鐘 18：00
1 月 29 日（金） 休会
2 月 12 日⇒ 9 日（火） IM 参加に振替

●川崎高津南 RC
2 月 8 日⇒ 9 日（火） 移動例会 IM 参加
2 月 29 日（月）

親睦例会 ボウリング大会 ラウンドワン
●川崎南 RC

2 月 9 日（火） IM 参加に振替
3 月 8 日（火） 休会

●川崎マリーン RC
2 月 11 日（木・祝） 休会
2 月 18 日（木）

創立 23 周年記念夜間例会 サンピアン 点鐘 18：30
2. 本日例会終了後 13：45 よりクラブ協議会を開催い

たします。理事・役員・委員長の皆様、ご出席の程
よろしくお願いいたします。

卓話
ゲストスピーカー 参議院議員・元 JP モルガン証券副社長

中西 けんじ 様
「今国会の諸課題と今後の政局について」

参議院議員の中西けんじです。今国会（第 190 回国会）
が 1 月 4 日に招集されました。会期は 6 月 1 日までです。



主な議題は軽減税率、補正予算、TPP（環太平洋戦略的
経済連携協定）です。

軽減税率について
消費税率を 10％に引き上げる際に導入が検討されてい
る軽減税率について、皆さんは賛成でしょうか、反対で
しょうか。導入されると品目により 8％または 10％と
税率が変わります。複数の税率のために事務負担の増
大にもつながりますし、税収も 1 兆円の減収となります。
減収分については、総合合算制度の見送りで確保でき
る 4,000 億円を確保するようですが、残り 6,000 億円
の財源をどうするのかと、国会で議論がされています。
財源不足の他にも、対象品目の線引きが問題となって
います。景気もこの先あまり良くないように思います
ので、本当に軽減税率を導入できるのか、今後ますま
す注目されると思います。

3.5 兆円の補正予算について
最近、株価が下落しています。株価は去年の 8 月にチャ
イナショックにより大きく下がりましたが、ここにきて
同様に大きく下げています。中国経済の冷え込みが影響
していると思います。「株価は半年先の景気を示す先行
指標」といわれ、半年先に底割れすることを示してい
るとも考えられます。デフレギャップは未だに 1.5％ほ
どあるといわれています。金額にすると 7.5 兆円ほど需
要が足りないことになるので、このギャップをどうやっ
て埋めるのかを議論したうえで、補正予算の規模を決
めるべきではないかと思っています。

TPP について
TPP については、私は賛成です。輸出を更に伸ばすた
め、海外でビジネスをするのに障壁をなくすため、日本・
アメリカが通商・貿易のルールを作っていくには TPP
が必要であると考えます。TPP については、日本の農
業への影響を心配する意見も多く聞かれます。農産物
の輸出大国 1 位はアメリカですが、2 位はどの国かご存
知でしょうか。2 位はオランダです。高品質な野菜・果
物を輸出しています。オランダにできて日本にできな
いとは私は考えません。規模の集約、需要のあるもの
を作ることで輸出を増やせると思います。
確かに農業にとって TPP はピンチだと思います。です
が、ピンチをチャンスに変えていかないと産業は伸びま

せん。70 年から 80 年代、日本はオイルショックに見
舞われました。日本の各自動車メーカーは燃費性能改善
に注力し、燃費を大幅に向上することに成功しました。
後にアメリカの自動車市場を日本車が席巻することに
なりました。ピンチをチャンスに変えた結果です。

今後の政局について
今後の政局について手短に話します。衆参ダブル選挙
についての発言を耳にします。野党を牽制するために
しばらく言い続けるかと思いますが、衆議院を解散す
る大義がなく、可能性は低いと思います。来年の消費
税増税後は景気の冷え込みが予想されるなか、年内に
衆議院を解散するという見方が強まっています。

最後に
先ほど株価下落について話しましたが、国会では日々
変わる経済のスピードについていけない人が多いよう
に思います。私は経済について感度を高め、活動して
いきたいと思います。本日はありがとうございました。

ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督
川崎北 RC 元会員 日浦 和明 様

お久しぶりです。県議会議員選挙落選後、しかたな
く退会しましたが、今現在の保険の代理店が安定し
たら、また戻ってこられるように頑張ります。今年
もよろしくお願いします。

萩原 ひとみ 様（川崎中 RC）
1 月 8 日、ホテル精養軒新本館オープン披露会に際し
ましては、お祝いとご列席をいただきまして本当にあ
りがとうございました。工事中はご不便をおかけしま
したこと、心よりお詫び申し上げます。地域の皆様
に喜んでいただけるホテルを目指して、従業員一同、
心を合わせて努めてまいりますので、これからもご
指導のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事
松の内を過ぎて一段と寒さが増しております。皆さ
ん体調に留意してロータリーを楽しみましょう。

武田 信平 君
本日 22：30 より、サッカーオリンピックアジア予選
が行われます。フロンターレから 3 名の選手がエン
トリーされております。テレビ放映もありますので、
応援をよろしくお願いします。

クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君、朝山 浩 君、
帯谷 昌充 君、山川 哲史 君、村山 輝忠 君、小林 美和 君、
戸川 俊雄 君、入来 武久 君、茂木 常夫 君

ゲストスピーカー 中西様、本日の卓話よろしくお願
いいたします。日浦さん、お久しぶりです。ようこ
そいらっしゃいました。


