本日の卓話 日本銀行 熊本支店長 倉本勝也様の「最近の金融経済動向」より
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る盛り上がりぶりで途中からショットグラスによる一
気飲み大会みたいになっておりましたし、2 次会もすご
会長報告（喜讀宣友君）
皆さま、こんにちは。まずはご来訪者のご紹介から。

いことになったと聞きました。台北大同扶輪社から頂い
た高級ウイスキーカバランが一気で見る見るうちにな

本日の卓話をお願いしております、日本銀行熊本支店

くなっていくのを見て、逆に一気に 35 周年式典の参加

支店長 倉本勝也様。ご紹介にあたって「にほんぎんこ

者が減るのではないかと不安になりました。台湾の方の

う」なのか「にっぽんぎんこう」なのか財布を開けて

方がもう少し紳士的ですので、不安がらずにご参加をお

紙幣を確認しましたら、ローマ字で「NIPPON GINKO」

願い致します。

と書かれていたのでそのようにご紹介させて頂きまし

本日の卓話者の倉本支店長を前に経済の話をするの

た。本日は、日本そして熊本の経済の現状と課題につ

は釈迦に説法みたいなところがありますが、私の業界の

いて分かりやすくお話しいただけるものと楽しみにし

現状をお話させていただくなら、2 年半前に熊本地震と

ております。後ほど宜しくお願い致します。

いうものがありました。それを境に急激に良くなったと

さて、先週は観月会及び新入会員歓迎会で夜例会で

ころ、急激に悪くなったところ、変わらないところ、業

したが、丸山会員によるウイスキー講座という企画も

種によって大きく別れました。私のやっている建物解体

あって、ある程度予想はしていましたが、それを上回

の業界は一気に良くなりました。ただし 10 年分の仕事
を
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を 2 年という短期間で終え、今年の 3 月末で公費解体は

○05 福祉 RC～定款に基づき休会

ほぼ終わりすでに冬の時代に入ったと思われます。土木、

[日

建築業界はもう少し良い期間が続くと思われます。しか

○江南 RC～職場訪問のため場所変更

しそれも消費税増税前までとか、東京オリンピックまで

[日

程] 11 月 21 日（水）12：30～

とかいう話も聞かれます。安倍首相も最後の任期という

[場

所] 浜料理 侍

ことで、歴史に名を残したいという思いが強いのか、経

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

済より憲法改正に重きを置いているような気がします。

[日

3 度目の正直で今回は消費税増税間違いないとは思いま

○菊南 RC～定款に基づき休会

すが、憲法改正に支障があるようなら増税再延期もある

[日

のでは、と素人目線でいい加減な話をしましたので、後

○りんどう RC～定款に基づき休会

ほどプロの目線でしっかりとしたお話をお願いしまし

[日

程] 11 月 20 日（火）12：30～

程] 11 月 21 日（水）12：30～
程] 11 月 21 日（水）12：30～
程] 11 月 22 日（木）13：00～

て本日の会長報告とさせて頂きます。
本日も宜しくお願い致します。

幹事報告（倉崎保広君）
1.熊本中央 RC より「第10回チャリティコンペ参加の御礼並び
に御報告」が届いております。

出席報告（森本康文君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６５名

４３名

69.35％

７７.０５％

出席規定適用免除者
名誉会員

3名

2.姫路南 RC より「創立60周年記念誌」が届いております。
3.今月末でクールビズ期間を終了いたします。次回（11/5）
例会時よりネクタイ着用にてご参加くださいますようお願い
いたします。

欠席記録免除者 1名
芦北ロータリークラブ挨拶

０名（会員数には含まれません）

（川尻成美様・早川

徹様・和田貴嗣様）

例会変更のお知らせ
○平成 RC～親睦会ため日程場所変更
[変更前] 11 月 7 日（水）12：30～
[変更後] 11 月 10 日（土）9：15～
[場

所] 広安愛児園

○りんどう RC～夜例会に時間変更

皆さま、こんにちは。本日は、貴クラブがお持ちのポ

[変更前] 11 月 8 日（木）13：00～

リオに関するポスターをお借りしたくお邪魔いたしま

[変更後] 11 月 8 日（木）19：30～

した。11 月 11 日（日）開催されます「第 17 回 芦北町

○05福祉 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更

国際交流まつり」の中で、我々も何かできることがある

[変更前] 11 月 13 日（火）12：30～

のではと思いました。そこで、ポリオ関連のポスターを

[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土）

展示させていただき、ロータリークラブの宣伝はもちろ

[場

ん、ポリオ寄付活動を行うこととなりました。本日チラ

所] ホルトホール大分

○水前寺公園 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更

シを各テーブルにご用意しております。ぜひ多数のお越

[変更前] 11 月 14 日（水）12：30～

しをお待ちしております。

[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土）
[場

所] ホルトホール大分

○菊南 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更
[変更前] 11 月 14 日（水）12：30～
[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土）
[場

所] ホルトホール大分

○中央 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更
[変更前] 11 月 16 日（金）12：30～
[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土）
[場

所] ホルトホール大分

○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 20 日（火）12：30～
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委員会報告

○坂本幸樹君

●青少年奉仕委員会（原

裕一君）

先週は観月会に参加いただきありがとうございまし
た。丸山会員のウイスキー講座はいかがだったでしょ
うか？盛り上がりすぎて大変なことになった会員も
いるみたいですが、私は翌日桜十字病院で人間ドック
でしたので助かりました。その日の夜、台湾のウイス
キーをショットで飲んで奇声を上げる三角会員が夢

皆さま、こんにちは。青少年奉仕委員会よりご報告

に出ました。お疲れさまでした。

とお礼です。まず、10/6（土）「高校生ファッション

○告坂和紀君

Ⅴ

画コンテスト in 九州・沖縄」の表彰式に喜讀会長に

先日の観月会＆新入会員歓迎会を楽しく過ごさせて

ご出席いただき、ありがとうございました。また、

いただいた後の二次会でも楽しく美味しいお酒を飲

10/21（日）
「第6回 熊本県水球競技大会」には、多数

んでいたのですが、その日のお酒は大変美味しく、い

の皆さまにご参加・ご協力いただき、無事終了いたし

つもよりハイペースで飲んでいたら突然倒れてしま

ました。心より感謝申し上げます。

い、救急車で病院に運ばれる事態となりました。一緒
にいた先輩方には大変ご心配ご迷惑をお掛けし申し

●スマイルボックス（藤見泰之君）

訳ありませんでした。診断は急性アルコール中毒でし

○川尻成美様・早川 徹様・和田貴嗣様（芦北 RC） Ⅹ

た。飲みすぎには注意しようと深く反省し、スマイル

ポリオ写真パネルをお借りします。11/11（日）ロー

いたします。

タリーデーにて使用させていただきます。本日はよろ
しくお願いします。

●外部卓話（西川尚希君）

○喜讀宣友君・倉崎保広君・坂本研一君・桑原幸雄君

「最近の金融経済動向」

西川尚希君
本日の卓話者 倉本勝也様に心から感謝します。また、
ご来訪の芦北 RC 早川様、和田様、川尻様を歓迎いた
します。
○堀川貴史君
芦北 RC 早川さん、和田さん、川尻さんのご来訪を歓
迎してスマイルいたします。
○野間和子君
本日は熊本出身の日本銀行 倉本支店長の卓話を大変
楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
○丸山浩之君
芦北 RC 川尻先生のご来訪を心より歓迎いたします。
川尻先生には昨年度、地区職業奉仕部門にて大変お世
話になりました。芦北ではうたせ船でのおもてなしな
どとても楽しい思い出ができました。ありがとうござ
いました。
○大津英敬君・森本康文君・金井昌道君
芦北 RC の川尻様、早川様、和田様のご来訪を歓迎し
ます。また、卓話者の倉本勝也様のご来訪に感謝しス
マイルいたします。
○原

裕一君

Ⅲ

熊本県水球競技大会へ多数のメンバーにご参加いた
だき感謝します。新たな試みもあり心配しておりまし
たが無事終了することができました。
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倉本勝也様

日時：11月21日（水）16：00～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生徒
の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。
ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。

◆RI ニュース（国際ロータリーHP より）
「ロータリーと GPEI によりポリオの根絶が間近に」

ポリオ撲滅活動の開始から 30 年。ロータリーと世界
ポリオ撲滅推進活動（GPEI）のパートナー団体は、各
地域での進展や数々の課題を経ながら、「ポリオのな
い世界」の実現に限りなく近づいています。
米国フィラデルフィアの College of Physicians of
Philadelphia で水曜日に開かれたロータリーの第 6 回
世界ポリオデーイベントでは、歴史上前例のない官民
共同パートナーシップとポリオ撲滅への革新的戦略
にスポットライトが当てられました。会場には GPEI
パートナー団体の代表者をはじめ数百人が集まった
ほか、ネットで世界中から数千人がこのイベントを視
聴。イベントの進行役を務めたのは、著名ジャーナリ
ストであるアシュリー・バンフィールドさん（米大手
テレビ局 HLN の番組「Crime and Justice」司会）と、

【例会予定】

アレックス・ウィットさん（MSNBC の番組「Live with

11/12 寿崎奨学生紹介・奨学金交付式

Alex Witt」司会）の二人です。フィラデルフィアは、

11/19 新入会員卓話 藤山直秀君

ロータリーが GPEI への参加を発表した 1988 年ロータ

11/26 会員卓話 坂本研一君・告坂和紀君

リー国際大会の開催地です。ロータリー財団管理委員
会のロン・バートン委員長は、次のように述べます。

【RAC・IAC の例会日程について】

「ここフィラデルフィアでロータリーはポリオ撲滅

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

への募金目標を 2 倍にすると発表。
結果的に 2 億 4,700

日時：11月8日（木）20：00～

万ドルを集めるに至りました」これこそ、全世界でこ

場所：西部ガス

の病を撲滅するという大きな課題に挑み、そして人類

担当：藤見泰之君

史上最も野心的な公共保健の課題に取り組む GPEI を
率いるロータリーの力を実によく表しています。GPEI

日時：11月22日（木）20：00～

では、ロータリーのほかに世界保健機関（WHO）、UNICEF

場所：西部ガス

（国連児童基金）、米国疾病対策センター（CDC）、ビ

担当：平田明佳君

ル＆メリンダ・ゲイツ財団が主要パートナーとなって
います。

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：11月7日（水）16：00～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
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