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点　鐘 大塚 正一 会長
スマイル体操 石原 安 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
平野 和枝 ソングリーダー

「我等の生業」
お客様紹介 峯岸 雅宏 親睦委員

ゲスト・スピーカー
　一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究員 
　　吉岡 明子 様
大塚会長ゲスト
　松栄産業株式会社 代表取締役社長 
　　宮田 紀之 様
川崎 RC 会長
　　小丸日出夫様
ゲスト
　神奈川県立住吉高等学校校長 
　　小島 淳子 様
　神奈川県立住吉高等学校 サッカー部顧問
　　西澤拓真様

出席報告 入来 武久 出席委員
会員数 58 名 出席 38 名 欠席 20 名

（対象外 6 名） 出席率 73.08%
前々回訂正 欠席 20 名 MAKE UP 5 名

（対象外 7 名） 訂正出席率 79.63%
欠席者

朝山君 花田君 濱田君 小林（政）君 貝田君 
上山君 三浦君 溝渕君 茂木君 三平君 
柾木君 野口（哲）君 野口（隆）君 大部君 重田君 
佐久間君 相良君 色摩君 藁科君 横山君

目録贈呈
神奈川県立住吉高等学校
への目録贈呈が行われま
した。川崎中 RC と川崎と
ど ろ き RC と 合 同 で、 部
活動に使うグランド用の
夜間照明を 1 機、贈りま
した。

今まで例会場として使わせていただい
たクイーンアリス様へ、お礼の品の贈
呈が行われました。クイーンアリス様、
短い間でしたが、今まで、どうもあり
がとうございました。

会長報告 大塚 正一 会長
当クラブで推薦をしておりました呉田幸子さんが、地区のグ
ローバル奨学生候補者として、ロータリー財団に推薦される
こととなった旨、連絡が届きました。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1. 地区からの来信

①地区社会奉仕プロジェクト 東日本大震災復興支援 植
　樹 in 岩沼「ともに植えよう」プロジェクト 植樹祭参
　加のお誘いが届いております。　
　日時：4 月 21 日（土）11：50
　　　   仙台駅東口バス乗り場　集合
　場所：宮城県岩沼市押分須加原
              千年希望の丘防災盛土エリア
　参加対象：地区内ロータリアン 及び ご家族 ･ ご関係者
※参加ご希望の方は、4 月 4 日（水）までに幹事または
　社会奉仕委員長あてお知らせください。
②神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）のご案
　内が届いております。
　日時：4 月 10 日（火）9：30 集合
　会場：湘南ローンテニスクラブ
　※参加ご希望の方は、幹事までお知らせください。

2. 他クラブ例会臨時変更
●横浜本牧 RC
　3 月 29 日（木）休会
●川崎南 RC
　4 月 3 日（火）横浜ベイシェラトンホテル
　点鐘 18：30
　5 月 1 日（火）休会
　5 月 29 日（火）横浜ロイヤルパークホテル
　点鐘 18：30
●横浜あざみ RC
　4 月 4 日（水）休会
　4 月 25 日（水）アートフォーラムあざみ野
　点鐘 12：00　14：00 ～チャリティーコンサート

3. 例会情報
・3 月 28 日（水）
　移動例会：富士通（株）川崎工場 本館 20 階ラウンジ
　 点鐘 12：30
・4 月 4 日（水）新例会場：二子玉川エクセルホテル東急
　点鐘 12：30



委員会報告
社会奉仕委員会　齊木 貴 委員長
東日本大震災復興支援植樹 in 岩沼～「ともに植えよう」のお
知らせ。ここ 1 ヶ月間で皆様からご寄付をいただき、50 名
10,000 円を頂戴しました。それにつき、植樹祭を開催されます。
　日時：4 月 21 日（土）11:50 仙台駅集合
　会場：宮城県岩沼市押分須賀原 千年希望の丘防災盛土エリア
ご都合のつく方がいらっしゃいましたら、是非ご参加ねがいます。
60 周年実行委員会　入来 武久 委員長
我が川崎北クラブは、2020 年に創立 60 周年を迎えます。そ
れに向けて積立金を始めます。金額が 10,000 円から 15,000
円に変更になりました。ご協力のほど、よろしくお願いいた
します。

卓話
一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所
　研究員 吉岡 明子 様
　　　　「ロシア大統領選と今後の日露関係」

日本のメディアでも、今回の大統領選
でのプーチン大統領の勝利は確実だと
いわれています。プーチン大統領に
とっての今回の選挙の意味として重要
なのが、「正当性」です。つまり、「絶
対得票率」過半数越えを狙い、国民に
選ばれたという正当性を国民にアピー
ルしたいということです。おおよそ
の数字ですが、投票率 70％、得票率

70％を目標として、過半数から選ばれたという結果を残さな
くてはなりません。それには、まず投票率を上げる必要があ
るため、さまざまな仕掛けが考えられています。投票日をとっ
てみても 3 月 18 日は、クリミア併合記念日です。4 年前にウ
クライナの一部であったクリミアがロシア領土に併合された
日です。このとき、プーチン大統領の人気が非常に高まりま
した。当時、ロシアの領土が増え、ロシア人のナショナリズ
ムが高まった出来事であり、プーチン大統領の支持率が上が
りました。つまり、3 月 18 日に選挙を行うということはプー
チン大統領にとって有利なのです。

他の候補者たちはどうかというと、いつも同じようなもので、
今回も 7 名ほどいますが、全員体制内野党といわれる候補者
ばかりで、現在の体制を批判をするもののプーチン大統領と
何かしらの関係を持っている候補者だといわれています。こ
のような雰囲気の中で大統領選を迎えるロシアですが、大都
市などでは「しらけムード」にさえなってきてるといわれ、
投票率が上がらないのではという不安もあるようです。そこ
でロシア政府は、期日前投票や在外投票制度を充実させるな
ど、さまざまな対策もとっています。また、投票会場などで
豪華景品がもらえるなどと、あの手この手で、投票率をあげ
ようとしているわけです。

投票率をあげて今回の選挙の「正当性」をアピールしたいプー
チン大統領としては、経済制裁などからくる低迷する経済、
増大する社会保障費、長期政権への閉塞感を今回の選挙で何
とかしたいといった感じではないでしょうか。そこで、あり
がちですが、国内の不満を海外に向けるといった動きもみら
れます。例えば、2014 年のクリミア併合、シリア空爆もそう
ですが、国内のナショナリズムを高めることによって支持率
アップを狙っているのが現状です。アメリカ批判などをしつつ、

ロシアは大国であることを国民にアピールして求心力を高め
ていこうというわけです。それに伴い、日露関係も影響を受
けてきます。

2016 年 12 月にプーチン大統領訪日がありました。もちろ
ん、そのときも北方領土問題も注目されましたが、具体的な
成果もないままに、結果的には 8 項目の経済協力の話ばかり
が進んで終わりました。北方領土返還というよりも実際には、
90 年代にロシア側が積極的に提案してきていた北方領土での
共同経済活動が話されました。今回は、日本側から、お互い
に Win-Win の関係を築き上げ、北方四島の未来を描き、その
中で解決策を探し出すという未来志向な発想を提案しました。
観光、風力発電、海産物の養殖、温室野菜栽培などのさまざ
まな分野で話し合われましたが、問題はどちらの法律で行う
のかということです。日本は特別な制度の下で、ロシア側は
ロシアの法律でと主張し、話が前に進まないままこの状態は
続くのではないかと思われます。

プーチン大統領の第 4 期がかかっている今回の大統領選に
よってロシア国内で高まるナショナリズムを考えると、北方
領土問題はなかなか解決には向かわないように感じられます。
また、これにより、日米安保条約なども北方領土交渉が進ま
ない口実になっているのが現状で、米露関係の悪化も懸念さ
れています。

ニコニコリポート 波木井 輝昭 副会場監督
川崎中 RC 会長 小丸 日出夫 様 

いつも大変お世話になり誠にありがとうございます。本日
は住吉高校への屋外証明機器寄付の贈呈式に参りました。
よろしくお願いいたします。

大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事
ゲストスピーカー、キヤノングローバル戦略研究所 吉
岡明子様、本日の卓話、よろしくお願いいたします。

川野 正久 君、小泉 昌彦 君、米山 元章 君
宮田さん、よくいらっしゃいました。今後ともよろしくお
願いします。

武田 信平 君
フロンターレは、先週 10 日、J リーグ第 3 節ガンバ大阪戦
を等々力で戦い、2 対 0 で勝利し通算 2 勝 1 分としました。
また昨日、ACL 予選リーグ第 4 戦メルボルン・ヴィクトリー
戦をアウェーのメルボルンで戦い、後半終了間際に失点し
0 対 1 で敗れました。この結果、1 分 3 敗となり、残念な
がら決勝トーナメントへの出場は絶望的になりました。

戸川 俊雄 君、世良 俊昭 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君
2 年半、クイーンアリスさん、ありがとう。もう少しで
さくらが見れたのにネ。キヤノングローバル戦略研究所、
吉岡明子様、卓話、楽しみにしています。

プログラム委員会：クルーズ 由美子 君、波木井 輝昭 君
吉岡明子様、本日の卓話、よろしくお願いいたします。宮
田紀之様、本日は楽しんでください。小丸会長、小島先生、
西澤先生、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願い
いたします。

親睦委員会：谷口 一成 君、峯岸 雅宏 君、妻鹿 琢生 君、
平野 和枝 君、石原 安 君

キヤノングローバル戦略研究所、吉岡明子様、本日の卓
話、よろしくお願いいたします。クイーンアリス様、長
年に渡り、例会場として、使わせていただき、本当にあ
りがとうございました。感謝しております。


