
 
 
 

 

   

  

  

 

 

 

 
 

 
 

 

第 3112回例会報告書 
2022（令和4）年5月13日 

司会        副SAA・安永吉伸会員 

Ｒ.song        君が代・奉仕の理想 

ソング･リーダー   松原由忠会員 

 

 

卓話講師：UBS証券株式会社 

日本地域CIO（最高投資責任者）兼 

日本経済担当チーフエコノミスト 

マネージングディレクター 

青木大樹氏 

講師随行：UBS SuMi TRUSTウェルス･マネジメント

株式会社、UBS銀行東京支店 

クライアント アドバイザー 

林 欣弥氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎甘橿会ゴルフコンペで優勝しましたので。 

････････････永田晶三会員 

◎昨日の甘橿会ゴルフコンペで 2位に入りました。永

田会長、優勝おめでとうございます。名門ゴルフ場

の手配、ありがとうございました。 

････････････菅生康清会員 

◎甘橿会ゴルフコンペで 3位になったので。 

････････････松井大典会員 

◎ゴルフ人生の中で初めてブービーメーカーとなりま

した。次回また頑張ります。 

････････････仲谷 登会員 

◎父の告別式には大変お世話になり、ありがとうござ

いました。      ････････････吉田浩巳会員 

 

 

 

 

 

 

 

◎誕生日お祝い 

森 範子会員（5/23）  安永吉伸会員（5/19） 

◎結婚記念日お祝い 

上田充希会員（1/8）  福井良盟会員（3/12） 

 長谷川博章会員（5/11） 小山 修会員（5/18） 

  吉田浩巳会員（5/13）   山田善紀会員（5/14） 

 宇田麻衣子会員（5/28） 

◎入会お祝い 

菅生康清会員（16年） 長谷川博章会員（16年） 

仲谷 登会員（4年） 

 

 

 

○本日の卓話でお話し頂く日本経済については、ロシ

ア・ウクライナの問題もあり、とても興味深いので、

楽しみに聞かせて頂きたいと思う。 

○当クラブの行事も、皆様のご協力を得ながら、最後

の直線コースに入ってきたところかと思う。明後日

15日にはサッカー教室が、また今月28日（土）・29

日（日）には一泊例会が開催される。皆様のご協力

を得ながら、しっかりと事業を行っていきたいと思

う。やはりロータリーは「楽しい例会」があるべき

姿だと思うので、皆様と和気あいあいと過ごすこと

が大事だと思う。今年度も残りわずかとなってきた

が、無事に今年度を終えることができるよう、皆様

のご協力をよろしくお願いしたい。 

 

 

 

△5月誕生日 

米田常彦会員（5/5）    鵜山 学会員（5/20） 

森 範子会員（5/23）  安永吉伸会員（5/19） 

△5月結婚記念日 

好川嘉則会員（5/7）  中野利昭会員（5/5） 

 長谷川博章会員（5/11） 小山 修会員（5/18） 

  吉田浩巳会員（5/13）   山田善紀会員（5/14） 

 宇田麻衣子会員（5/28） 

ＫＡＳＨ ＩＨＡＲＡ 
ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹ 
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TEL/0744-28-2801（直通） 
FAX/0744-28-2802 
E-mail/krc@jeans.ocn.ne.jp 

TEL/0744-28-6636(ホテル) 
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出 席 報 告 

会 長 挨 拶 

会員59名 
(5/13)     出席者39名  出席率70.90％ 
会員58名 
(4/15補正)    〃  42名   〃  79.24％ 
 

幹 事 報 告 

ゲ ス ト 

５月は、「青少年奉仕月間」（Youth Service Month）です。 



△5月入会 

菅生康清会員（16年） 長谷川博章会員（16年） 

関 俊昭会員（11年） 仲谷 登会員（4年） 

 宇田麻衣子会員（0年） 

△5月15日（日）天理の親里競技場でデフサッカー教

室を開催させて頂く。ご参加頂ける方には本日ご案

内をポスティングしている。当日は 8 時 30 分にご

集合頂き、10時から開会式を行うのでよろしくお願

いしたい。 

△新旧合同クラブアッセンブリー並びに次年度第1回

クラブアッセンブリーについて 

日時：5月20日（金）例会後13:45～ 

場所：THE KASHIHARA「明日香・浄御原」の間 

 先日、該当される方にはFAX、メールにてご案内

をお送りさせて頂き、また本日メール BOX にもポ

スティングさせて頂いている。本年度・次年度の理

事役員・委員長・副幹事・副SAA・地区出向委員の

皆様、入会3年未満の皆様は、ご出席頂くようよろ

しくお願いしたい。なお、新旧引き継ぎのための重

要な会議となるため、委員長が欠席される場合は、

必ず副委員長もしくは委員の方が代理でご出席頂

くようご配慮をお願いしたい。 

△やまとまほろばRCとの合同夜間例会について 

 日時：6月2日（木）18:00～ 

 場所：THE KASHIHARA「耳成・畝傍」の間 

本日をご出欠の締め切りとさせて頂いている。ま

だ出欠のお返事を頂いていない方は、受付に出欠ボ

ードを置いているのでご記入頂きたい。 

△6月17日（金）の例会に、当クラブと姉妹クラブの

福島県の郡山安積RCの皆様がお越しになる。当日

は夜間例会に変更して 18 時に開会、また場所も橿

原神宮 養正殿に変更させて頂くのでお間違えの

無いようよろしくお願いしたい。（詳細はメール

BOXにて） 

  郡山安積RCの皆様との交流は数年ぶりとなり、

特に、新入会員の皆様にとっては、初めての交流の

機会となる方も多いと思うので、是非ご参加頂くよ

うよろしくお願いしたい。 

△本日ポスティングしている「ガバナー月信 5 月号」

に、地区で開催された「米山奨学生終了式」の様子

が掲載されており、3 月で卒業された米山奨学生の

グォン・ティータイン・ヒュオンの挨拶も掲載され

ているので是非ご覧頂きたい。 

△例会変更ほか（詳細は掲示板にて。） 

・平城京RC 

5月26日（木）奈良西RCと合同の為、変更 

→17:30～於：霊山寺にて 

※ビジター受付なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○甘橿会：仲谷 登会員 

・第322回甘橿会ゴルフコンペ結果報告 

（5月12日（木）於：茨木カンツリー倶楽部） 

 優 勝  永田晶三会員 

 準優勝  菅生康清会員 

 第3位  松井大典会員 

おめでとうございます。優勝者には会長からプレ

ゼントをお渡し頂く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○プログラム委員会：密門裕範委員長 

・次週5月20日の卓話について 

次週の卓話は参加型インタラクティブ例会「あな

たが一番楽しかった例会について教えてください」

ということで、私よりロータリー歴の長い方にどん

な例会が楽しかったかをインタビューさせて頂く。

できるだけ多くの方にお話を伺いたいと思うので

よろしくお願いしたい。 

 

○ドライブ・ツーリング・グルメ会：髙橋 靖会員 

  増田会員に旗を振って頂き、先日 5 月 7 日（土）

にドライブ・ツーリング・グルメ会を開催した。参

加者は 11 名で、増田会員、藤岡会員、関 將之会

員、吉川会員、河村会員、関 俊昭会員、島田会員、

松原会員、安永会員、私 髙橋、そしてあすか RC

から吉田勝亮会員が参加され、車5台、大型バイク

4 台で、醤油で有名な和歌山県湯浅町に向かい、し

らす丼を食べ、醬油を購入し、カーマニアが集まる

委 員 会 報 告 
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喫茶店で車やバイク、ロータリーの話に花を咲かせ、

帰路についた。とてものびのびとした楽しい旅だっ

たことを皆様にご報告させて頂く。次回は秋ごろに

開催予定なのでお時間のある方は是非ご参加頂き

たい。 

 

 

 

担当：永田晶三会員 

講師：UBS証券株式会社 

日本地域CIO（最高投資責任者）兼 

日本経済担当チーフエコノミスト 

マネージングディレクター 

青木大樹氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本経済・日本円の将来」 
 

市場ではグローバル規模の供給制約、ウクライナシ

ョックからインフレ率・金利は急騰、グローバル景気

の後退懸念が生じている。しかし、危機の構図を見る

と、インフレ・金利の急騰は流動性ショックとして株

価の調整を起こしている。しかし、家計や企業の潤沢

な貯蓄やオミクロン感染からの回復を背景として、企

業のデフォルト率などクレジットリスクにはつながっ

ていない。企業業績も全体として堅調であり、グロー

バル景気後退のリスクもまだ低い状況にある。日本経

済をみるとサービス業では宿泊や外食などを中心にま

だ弱く、製造業では自動車などの輸送用機器の回復が

遅れている。 

より長期的な視点から日本の未来を考えていく際、

まず日本が置かれているグローバルの経済、政治、価

値観の環境、構造は大きく変化しており、過去のモデ

ルが将来予想に当てはまらなくなっている。米中間の

デカップリング（分断）や経済安全保障の重要性、財

政拡大や脱炭素、ESGなど。 

日本の円を見てみると、現在ドル円の 130 円は 20

年前も同じ程度であった。しかし、海外の日本の物価

上昇率の差を加味した購買力で見ると、日本円の価値

は半分程度まで低下している。例えばビックマック 1

個の価格を見ると、1995 年は日本では 1 個 437 円で

あったが米国では 218円。2021年は日本 392円に対

して米国は624円であり、韓国441円、ブラジル481

円と日本で1個買うお金があっても他国では買えない。

このまま物価の差が拡大し続ける場合、2030年には日

本では1個418円に対して米国では1043円と2倍以

上の差となってしまう。 

このような日本円の価値の将来を見る際、経常収支、

つまり貿易収支と海外での収益である所得収支の和が

カギとなろう。現状、貿易収支は低下しても、米国の

自動車やアジアの機械など海外で稼ぐ力を維持できて

いる。しかし、今後日本の競争力が維持できない場合、

経常収支は赤字化するリスクが拡大する。その場合、

円の価値はより低下していくかもしれない。財政の面

でも同じことがいえる。国の赤字が拡大しても、それ

以上に民間が稼ぐのであれば、財政リスクは拡大しな

い。 

では日本の稼ぐ力は維持できるのか。半導体市場

（約5,000億ドル）における日本企業のシェアを見る

と 1988 年の 50.3％から 10％程度まで低下している。

半導体製造装置（市場規模は約620億ドル）や半導体

材料（同160億ドル）での競争力はあるが、十分な規

模ではない。年齢別の賃金上昇をみても、若年層は最

低賃金の引上げや正社員化の動きから賃金上昇は進ん

でいるが、中間層を担うべき 30－50 歳代の賃金は横

ばいか低下している。 

前向きな材料もある。例えば、円安が継続する場合、

海外投資比率の低下、つまり設備投資の国内回帰が期

待できる。実際一部の企業では国内投資を優先する動

きが見られ始めている。国内では人手不足が深刻化す

る中、女性や高齢者の労働参加率はすでに相当上昇し

ている。今後は賃上げや省力化投資が活発となるだろ

う。また、年間5兆円規模の外国人観光客によるイン

バウンド消費も回復の見込みだ。 

そして脱炭素の関連でも日本は潜在力がある。知的

財産権からみた競争力では、パワー半導体などの半導

体や水素、自動車・蓄電池、といった分野では日本の

競争力は高いと見込まれている。半導体ではこれまで

のスマホやパソコンといった分野ではシェアを失って

きているが、大型の電力を使う脱炭素に絡んだ半導体

技術は日本の潜在力が大きい。 

日本は貯蓄大国でもある。家計は合計で 2000 兆円

に上る金融資産を保有している。年齢別にみると60歳

以上の世帯で70％程度、また2000万円以上保有して

いる世帯で同じく 70％程度、1400 兆円程度保有して

いる。つまり、金融資産の多くは高齢者や資産保有者

に偏っており、これを消費や若い人への承継などを通

じて消費拡大につなげていくことが重要である。 

このように日本経済、円の未来は、企業の稼ぐ力に

かかっている。このまま稼ぐ力が失われてしまうと物

価低迷も続く中、円の価値は低下し続けていくリスク

があろう。しかし、経済や政治の構造、価値化が大き

く変化する中、日本企業は円安を生かした国内回帰や

脱炭素での競争力強化、そして貯蓄から消費へのシフ

トといった潜在力が多く残っている。 

 

 

卓 話 
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【新入会員の横顔】2022（令和4）年5月1日入会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宇田麻衣子会員より、入会のご挨拶】 

株式会社ルチル 取締役 宇田麻衣子です。この度

は伝統ある橿原RCに入会させて頂きありがとうござ

います。森川会長、ご推薦頂きありがとうございます。

皆様これからよろしくお願い致します。 

弊社は橿原市十市町にて化粧品の製造・販売をして

おります。平成 29 年 8 月に会社を設立し、化粧水・

美容液・乳液・クリームの基礎化粧品４点、それから

まつげ美容液を販売しております。特徴は何よりも品

質にこだわり、材料にもこだわっていることです。仕

事に家事にと頑張っている女性に、大手メーカーと遜

色のない化粧品をよりお安いお値段でお届けすること

が弊社の役割だと思っております。容器の成形、ラベ

ル貼り、中身の充填も弊社で行っておりますのでお値

段をお安くご提供することができました。ありがたい

ことに続けてリピーターでお使い頂いている方もおら

れます。代表取締役は私の父・淺野雄三ですが、実務

面では私が主体となり、商品開発・仕入・販売プロモ

ーションまで担当しております。  

また、令和２年に発生した新型コロナウィルスの際

には、感染予防に必須な手指用の消毒用アルコールの

製造に携わりました。独自のルートで消毒用アルコー

ル・容器・ポンプをすぐに手配し、製造した商品は病

院や福祉施設、飲食店・一般のお客様に大変喜んで頂

きました。橿原市にもポンプ式アルコール消毒液と携

帯用のペン型のアルコール消毒液を寄贈させて頂きま

した。  

話は変わりますが、私は生まれも育ちも橿原市で、

今も主人と私、中学1年生と小学6年生の男の子2人

の4人で橿原市に住んでおります。主人は銀行員、私

も元・銀行員です。これからは銀行員時代にお世話に

なった会社の方ともお会いする機会が増えるかもしれ

ません。当時は１年目で一桁間違えた大金をお客様の

口座にご入金するなどの失敗もありましたが、今では

銀行時代の経験も糧にして経営に携わっております。

小学6年生の次男には持病があり、奈良県立明日香養

護学校に通い、毎月奈良医大にも受診しております。

奈良医大にて、橿原RCが寄贈された時計を拝見する

ことができました。  

国際ロータリーのテーマは“奉仕しよう みんなの

人生を豊かにするために”ですが、今までは次男の持

病のことでたくさんの方にお世話になりっぱなしでし

たが、橿原RCにて奉仕のお返しをさせて頂く機会を

頂くことができましたので、これからは皆様と共に橿

原RCにて、さまざまな地域貢献に積極的に取り組ん

でいきたいと思っております。 

皆様ご指導のほど、よろしくお願い致します。 
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【氏名】宇田麻衣子 

【生年月日】1982（昭和57）年8月23日 

【職業分類】化粧品製造・販売 

【勤務先・役職】 

〒634-0008 橿原市十市町1043-1 

株式会社ルチル 取締役 

＜TEL 0744-47-3086・FAX 0744-47-3238＞ 

前年度（2020-21年度） 

地区補助金活用事業 

｢デフサッカー教室｣ 
 

新型コロナウイルスの影響で、前年度に実施できなか

った 2020-21 年度地区補助金活用事業｢デフサッカー

教室｣を、5月15日（日）天理の親里競技場で開催し

ました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会ご案内】 
５月２８日（土）～２９日（日）≪第３例会≫ 

一泊例会 

担当：親睦活動委員会 

 

６月２日（木）≪第１例会≫ 

やまとまほろばRC合同夜間例会 

ホスト：やまとまほろばRC 

 

６月１０日（金） 

休会 

 

６月１７日（金）≪第２例会≫ 

郡山安積RCとの交流例会（夜間） 

（於：橿原神宮 養正殿） 

担当：親睦活動委員会 

 

【同好会】 
書道同好会 

７月１日（金） 

午後２時～ 於：４階 楓の間 

※６月はお稽古は無し 

 

【RAC例会】 
〔橿原オークホテルにて、午後7時30分～9時〕 

５月２５日（水）≪第２例会≫ 

マナーアップ例会 

 

６月８日（水）≪第１例会≫ 

専門能力開発③ 
 

 
※卓話資料はデータでの提出をお願い致します。 
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