
 

 

 

 

日  時 平成 27年 5月 20日  

会  場 例会場   

司  会 ＳＡＡ             杉田委員 

開会点鐘               岡本(正)会長 

斉  唱 ロータリーソング「日も風も星も」 

お客様の紹介               岡本(正)会長 

会長報告                  岡本(正)会長 

●15-16年度 第 1回地区ロータリー財団セミナー 

 日時 6月 19日（金）14時 

 場所 目黒雅叙園 

 出席 木島会長エレクト・山崎次年度Ｒ財団委員長 

    伊藤(達)平和フェローシップ委員 

●カンボジア教師育成支援プロジェクト 

 14-15年度報告・15-16年度第 1回全体会議 

 日時 6月 2日（火）15時～17時 

 場所 ハイアットリージェンシー東京 

 出席 喜連(紘)国際奉仕委員長 

村上次年度国際奉仕委員長 

幹事報告                 遠藤(常)幹事 

●東京武蔵国分寺 RC「ロータリーデー・危険ドラッグ

撲滅運動」開催のご案内 チラシ配布 

 日時 5月 24日（日） 10時 

 場所 東京武蔵国分寺公園内 

●例会を休会される方は事務局へご連絡下さい。 

(事前に解っている方は、昼食の準備がありますので、

前日の 12時までに連絡) 

委員長報告 

●北島親睦活動委員長  

親睦旅行の集合時間の連絡。往きに｢米山梅吉記念館｣

の見学をすることになり、一部行程の変更となってい

ます。 

ニコニコＢＯＸ       岡田親睦活動副委員長 

●岡本(正)会長 小山田支店長の卓話を楽しみに拝

聴させて頂きます。  

●遠藤(常)幹事 第 2回目のクールビズ、今日から蒸

し暑くなり調度良い気候になりました。皆様体調に気

をつけて元気にいきましょう！小山田会員の卓話、実

益になるよう拝聴致します。 

●小澤孝造会員・宗村会員・小川会員・木島会員 員

卓話楽しみに！円安のメリット・デメリット、声高に

お話し伺えれば幸せです。 

●山口会員・吉野会員・杉田会員・岡本貞雄会員・佐

伯有行会員・秋山会員 多摩の経済は県別で言っても、

静岡県の次のようです。将来に期待できる多摩の経済

を教えて下さい。小山田先生！ 

●関会員・本間会員・喜連紘子会員 小山田会員の卓

話、金融関係の話を楽しみにしております。 

●石塚会員 昨日開催の国立市議会・臨時会において、

私が第 46代市議会議長に選出されました。これも日頃

から大変お世話になっています当クラブの皆様や市民

の方々のご支援の賜物と感謝申し上げると同時に、こ

の職務の重みを受け、一生懸命勤めさせていただきま

すので宜しくお願いいたします。 

●寺澤会員 小山田支店長の卓話、楽しみにしており

ましたが、所要で聞く事が出来ず残念です。週報で確

認させていただきます。頑張って下さい。 

●喜連元昭会員 小山田さんの卓話楽しみです。 

●遠藤直孝会員・荘原会員・北島会員・岡田会員 小

山田会員の卓話、楽しみにしています。多摩の経済発

展のため、よろしくお願いします。 

●ゴルフ同好会(遠藤常臣幹事・村上会員・時田会員) 
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昨日のゴルフ同好会(狭山 CC)のクラブ会長杯で入賞

することができました。優勝 遠藤(常)幹事、準優勝 村

上会員、3位 時田会員でした。会長有難うございまし

た。次回も頑張ります。 

ニコニコ BOX 42,000円 累計 1,204,000円 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告         佐伯(有)出席奨励委員 

  ５月２０日 在籍４７名中  出席４７名   

  前々回（5月 6日）振替休会        

閉会点鐘               岡本(正)会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多摩信用金庫 国立支店長 

小山田 稔 会員 

多摩の経済の将来と現状 

講師紹介          小澤(崇)プログラム委員長 

多摩の経済の将来と現状        小山田 稔 

多摩の将来として、2025年、今から 10年後をイメ

ージしてみると、全国的に少子高齢化の流れが加速し

ている中、多摩地域でもその流れが進行しています。

駅前開発等による用途地域の見直し等が行われ大規

模マンションが増加、郊外では小規模マンションが増

加し、従来型の商店は減少の一途をたどっています。

街には杖をつく老人の姿が至る所に見られるように

なりました。 

2015年からの 10年間に、子育て支援や高齢者支援

等、地域の課題を解決する小規模なビジネスは地域内

に着実に増え、行政との協働も積極的に行なわれ、地

域の中で効果的に機能し始めています。空き店舗には

事業意欲にあふれた創業者が新しい感覚のお店を

次々とオープンし、地域に根付いた商店ネットワーク

が展開されています。医療・福祉に関するサービスも、

行政と民間の連携による充実が図られ、地域で安心し

て生活できる環境が整ってきています。 

また、東京オリンピックをきっかけに、研究開発型

の企業が移転し始め、ロボット産業も活況を極めてい

ます。多摩地域産の農産物も地域特性を生かしたブラ

ンド化が進められ、農業、林業に関心を持ち就業する

若者も多くなりました。 

中央線の高架化、京王線の地下化、多摩都市モノレ

ールの延伸、圏央道の開通もあり、多摩地域の東西南

北のネットワークも整備されてきています。ららぽー

とをはじめとした大規模なショッピングセンターも

相次いでいます。 

 大学も知の拠点として留学生が増え、オリンピック

前後から外国人観光客の姿を多く見るようになりま

した。リニア新幹線の開通も間近となり、日本全国で

も有数のポテンシャルの高いエリアが多摩地域にな

っていますと、イメージしました。 

 

  

入会以来すでに 2年 3ヶ月が経過しましたが、自己

紹介すると、生まれは昭和 42年 12月 31日の大晦日

で、同年のレコード大賞は「ブルーシャトー」ジャッ

キー吉川とブルーコメッツ、新人賞「世界は二人のた

めに」佐良直美さん、紅白歌合戦のとりは紅組「美空

ひばり」さん、白組「三波春夫」さんでした。重大ニ

ュースとして、小笠原諸島返還が決まり、翌年 6月に

返還されました。当時の物価は、地下鉄初乗り 30円、

ビール 120円、かけそば 60円、銭湯の料金 32円、封

書 15 円、はがき 7 円でした。新商品として、リカち

ゃん人形発売、赤塚富士夫さんの天才バカボンが少年

マガジンに掲載スタートされた年でした。 

 日本経済の現状は、①緩やかな回復基調の景気動

向、②日経平均株価の上昇と円安進行、③円安・消費

増税等による物価上昇、④消費増税の延期、⑤実効性

のある成長戦略への期待感がみられます。 

多摩経済は、H27.3上旬時点で、非製造業、製造業

ともに 12 月に比べ回復傾向です。日銀短観と多摩の

DI は、製造業では格差が広がるため全国に比べ多摩

は回復が遅く、非製造業では全国に比べ遅いものの盛

り返している感が見られます。 

 話は変わりますが、振り込め詐欺の現状についてで

すが、平成 26 年度は都内金融機関平均件数防止率

43％に対し、たましんは 80.2％防止できました。被

害者の平均年齢は 79歳、現金比率 89％、女性 85％、

平均金額 2,822千円、ほとんどが窓口です。多くは、

6月、10月、12月、2月の年金振り込み月に被害が集

中しています。 

事案が多いです。ご自分のご預金を引き出すのです

が、確認させて頂き、場合によっては、国立駅前交番

への臨場要請をしています。たましんでお金を下ろす

のは大変だけど安心です。 

今後とも、地域金融機関として、お役にたてますよ

う取り組んでまいります 
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親睦旅行 親睦活動委員会 職業奉仕委員会 

 

5月 24日（日）、25日（月）の 2日間に亘り、静岡

県への親睦旅行が岡本会長をはじめ総勢 26 名の参加

により行われました。 

1 日目、国立市内を出発したバスは、駿東郡長泉町

にある米山梅吉記念館に向かいました。1905 年ポー

ル・ハリス氏がアメリカで創ったロータリークラブを

1920年日本に誕生させ、その東京ロータリークラブの

初代会長に就任した米山梅吉翁の遺徳を偲びその偉業

を顕彰するために開館した記念館では、大変丁寧な説

明をして頂きました。 

創成期のロータリークラブの歴史を垣間見ることの

できる貴重な資料を閲覧し、また日本初の信託会社と

なる三井信託株式会社を創立、初代社長に就任した梅

吉翁が銀行家として活躍した資料に加え、当時の金庫

や事務机の展示もありました。公私共に奉仕の精神を

持ち続け、生涯を通じて「奉仕の人」として活動をし

続けたことを学ぶことができました。 

その後は浜松まで移動、昼食はうなぎ料理と地酒「出

世城」を頂きました。 

午後は、航空自衛隊エアーパークを見学しました。

展示格納庫では歴代使用した航空機の実物展示を、展

示資料館では戦闘機やエンジン、対空機関砲や武器の

展示を、全天周シアターでは天井の大スクリーンに映

し出された映像を楽しむことが出来、航空自衛隊の任

務と活動を知ることが出来ました。 

宿泊は浜松にある舘山寺温泉「ホテル九重」。例会

前には遊覧船で湖上から、部屋や風呂場からは浜名湖

の絶景を一望できました。 

夕方 18時より第 2233回例会が行われました。その

後の懇親会では美味しい料理とお酒も進み、会員同士

の懇親をよりいっそう深めることができました。その

後の二次会もほぼ全員参加で盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山梅吉記念館 

 

米山梅吉記念館 ホール・展示室で説明を聞いている様子 

楽しい時間の後は、各々ゆっくりと温泉を楽しまれ

たことと思います。舘山寺温泉の泉質は、ナトリウム

カルシウム塩化物温泉、中性、湯温 26.8℃の低温泉で、

適応症は神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、疲労回復

等とのことで、多少の二日酔いはあるものの、元気に

翌朝を迎えることが出来ました。 

2 日目は、奥浜名湖の国指定名勝である龍潭寺に向

かい、小堀遠州作の見事な庭園で歴史と花と新緑を感

じることができました。その後は、浜松の銘菓「うな

ぎパイ」で有名な春華堂の工場を訪れ、「夜のお菓子」

の製造工程を見学しました。昼食は清水区「なすび総

本店」にて駿河湾の桜えびを味わった後、予定にはな

かった新鮮なしらすと桜エビを購入するため清水魚市

場でお買い物。その後、沼津港深海水族館と買い物を

各々楽しみ、国立への帰路となりました。 

2 日間とも天候に恵まれ、浜名湖と遠州灘の美味し

い食材とお酒を堪能でき、大変有意義で楽しい旅行を

満喫できました。北島親睦活動委員長、荘原職業奉仕

委員長、両委員会の委員の皆さま、大変ありがとうご

ざいました。お疲れさまでした。(文：小山田稔) 

 

 

 

 

 

 

 

 
浜松エアーパーク入口         フライトスーツ体験の荘原会員       試乗体験中の岡田会員 
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▲清水：なすび総本店にて 桜えびの昼食 

▲春華堂：うなぎパイファクトリー 

▲龍潭寺(井伊氏菩提寺)  石庭      小堀遠州作庭園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ        北島親睦活動委員長 

●岡本(正)会長 親睦委員会の皆さん２日間御苦労

様です。大変すばらしい天候に恵まれ北島親睦委員長

の雨男も返上でおめでとうございます。又、荘原職業

奉仕委員長、日本の防衛という時撰を得た見学をでき

ました。２日間楽しく過ごさせて頂きます。  

●遠藤(常)幹事 本日の親睦旅行、親睦委員の皆さん

御苦労様です。又、職業奉仕の荘原さん御苦労様でし

た。明日も又楽しみましょう。 

●山口会員・宗村会員・吉野会員・杉田会員 本日は

親睦・職業の委員会の皆様にはお世話になります。 

●村上会員・秋廣会員・木島会員・喜連元昭会員 早

朝からの楽しさいっぱい。パイロットの感触も味わう

ことができました。親睦活動委員の皆さんには感謝感

激です。今夜も充分に楽しませていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●山崎会員・寺澤会員・近藤会員 本日の親睦旅行、 

親睦委員・職業奉仕の皆様、大変ご苦労様です。明日

も宜しくお願い致します。 

●本間会員・小澤崇文会員 本日は親睦委員長をはじ

め、大変有意義で楽しい旅行ありがとうございます。

今晩・明日と引続きよろしくお願い致します。 

●職業奉仕委員会 本日は皆様のご参加ありがとう

ございます。また、親睦活動委員会と合同ということ

で、お世話になります。明日も１日よろしくお願いし

ます。 

●親睦活動委員会一同 本日は親睦旅行たくさんの

御参加ありがとうございます。親睦委員全員で会員の

皆様によろこんでいただけるよう明日もがんばります

ので、御協力お願いします。 

ニコニコ BOX 46,000円 累計 1,250,000円 

▲例会・懇親会   乾杯：山口パスト会長 


