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平成 27年 9月 10日 天候 晴

縦書きの現在の雑誌の形になっています。倉1刊 は 3,300部で

したが、滉在は約 9万 5千部が発行させています。なお「ロ

ータリーの友」は一10216円 で会費から支払つています。

ご承知のようにロータリークラブ定款第 14条に 「各会員

は、会員身分を保持する限りRI理事会から承認された地域

的なロータリー雑誌を購読しなければならない。」と規定さ

れており、ロータリアンの三大義務 (例会の出席、会費の納

入 雑誌の購詭)の 1つ です。しかしながら、私自身これま

で「ロータリーの友」についてパラパラと目を通す程度で積

んでおくのが実情でした。会長ノミニーに指名された関係か

ら「ロータリーの友Jを精読するようになり、興味を持って

読んでみますと RIの最新情報、他クラブの活動状況等参

考になる情報が多く掲載され ロータリーの理解もより深ま

ったと思います。

ロータリーを楽しむためには、ロータリーを知ることが重

要です。そのためにはロータリー情報が詰まっている「ロー

タリーの友Jを読むことがロータリーを知る近道なのかもし

れません。

《新入会員紹介》

この度 SIIBC日 興証券の高石優子君が入会いたしました。

《会員卓語》  「経済・株薔雑感J

《ビジター》 岸

《本日のお祝い》

お誕生日

該当者なし

好子 君 (静岡北RC)

結婚記念 日

9月 13日 氣谷雄太郎君

《会長挨拶要旨》
rロータリーの友 月間」

今月は 「基本的教育と織宇

率向上月間」 「ロータリーの

友月間Jですので「ロータリ

ーの友Jについて話をさせて

いただきます。

ロータリーの雑誌には 国

際 ロー タ リーの機 関誌 の

「ザ ロータリアンJと RI理

事会が承認 した地域雑誌があ

り「ロータリーの友」は 1980年 7月 に RI理事会で地域雑誌

として承認されました。

日本の「ロータリーの友Jは 1953年 (昭和 28年 )1月 に倉1

刊されていますが、戦後の 1949年 に RIに復帰した後、国内

のクラブが増え1952年 7月 から日本ロータリーが第60地 区

と第 61地区の 2地区に分割されたのを機に、同地区全体の

連l● と意思疎通をはかる目的のために誕生しました。雑誌の

名称の「友」は婦人向け雑誌の「主婦の友」から命名し、英

語の用語もあるため横組みのほうが都合が良いということ

で 現在と異なり全員横書きで治1刊 されました。その後 俳

壇、歌壇など、横組みでは都合の悪い欄が始まり、1972年く昭

和 47年 )1月 号から左から開けると横書き 右から開けると

田中 義― 君

本 日はこの波乱の最中に敢

えて経済や株式の話をさせて

いただきます。あくまで個人

的な見解 として間いてくださ

せ`。

このところの株価の下げて

マスコミからは世界経済の先

行きに対して不安視する報道

も目立つようになリ アナリス トに至っても気付けば一気に

弱気派に変貌しています。目先の株価が舌L高下することで一

喜―姜してしまいがちですが 少し長期的な視野と政策的な

観点から経済や株価を考えてみたいと思います。

私は平成元年の′`ブル入社です。入社以来、日経平均株価

は上げ下げを交えていたものの、長期的に見れば一貫して下



げ相場でした。その間 経済環境も長期的なデフレが続いて

いました。しかし安倍首相の掲げたアベノミクスと曰銀の黒

口総裁の政策で日本経済は明確なデフレ脱却に向けて舵を

切り、政策の転換を評価した海外からの資金が日本に向かい

結果として株価はこの 2年半上昇しました。

20年以上に及ぶデフレ放置が日本経済の低迷と株価下落

の最大の原因と思っています。この 20数年間 日本の名目

GDPは 1割程度しか増えず その間に大半の他の先進国はこ

の名目GDPを倍増させました。名目CDPの伸びはインフレ要

因が寄与しています.一般債務が GDP比で 230%に も及ぶ日

本の国債が他国の財政危機を横目に暴落しないのは 長期的

なデフレで名目 CDP力
'低

くなっているだけで潜在的には実

力があるからかもしれません。

デフレは経営者心理にも悪影響を与えます。但しデフレで

モノが売れなくても人件費等のコス トは常に支出されてい

きます。資金流出が流入より多くなれば企業は資金を手元に

置きたがり、企業の内部留保の増加をもたらしました。当然

資金はなかなか設備投資にも回りません。インフレが需要を

喚起し、喚起された需要がいずれ設備投資へ向かう局面に期

待します。

今回の相場下落は中国が要因とは思つていません。

上海株は年初から上昇していたことが異常であり、すでに 6

月から下落基調でした。人民元切り下げも必ずしも間違つた

選択とは思っていません。人民元には半年ほど前から下げ圧

力がかかっており人民銀行は介入を行っていました。人民元

買い/ドル売り介入は実質的には金融引き締めてあり内需に

悪影響を及ぼしかねない。因みに人民銀行は切り下げを行つ

たのに当日は逆に元買い介入していることからも輸出増で

はなく内需を中心の国内景気に配慮した意図は明らかです。

中国経済は破綻に向かつておらず適切な金融政策が実施

されています。いざとなれば財政出動も可能 (債務比率は

CDPの 4害1程度)。 米国経済は好調で日本経済の基調も変わ

つていません。今年度の企業収益が二桁増益になることから

も今の株価水準は異常です。

今回の下落はヘッジファンドやプログラム売買が演出し

た下落と思われます。米国の利上げが日前に追っていること

やマーケット参力1者が少ない夏場であつたことも下げを増

幅した可能性があります。構造上は下げが収まる迄は相場に

追従する形で売り続けますが一旦収まれば今度は逆回転せ

ざるを得なくなり、驚くはどの相場上昇が始まると思つてい

ます。

特に日本においては政策が転換されない限り、将来の株価

は上昇すると思つています。

私の考えに贅同いただけるなら是非この安い局面での投

資をご検討ください。ただし投資は自己責任でお願いします。

《スマイル報告》

高石 優子 君  本 日か ら宜 しくお願い します。

伊藤洋一郎君  高石会員 を新入会員 としてお迎え し、

日中 義一 君

戸塚 敦雄 君

住所が違つてました。鷹匠 3丁 目でな

く2丁 目です。スマイル させるための

誤植だったのでしょうか ?今後は心を

入替えたくさんスマイル します。

本 日の卓話頑張 ります。

昨日品川駅の山手線から新幹線へ乗 り

換えの際に EXICの操作の際、セカン ド

バ ック紛失 しましたが、JRの皆様のお

陰で戻 りました。大変助かりましたの

でスマイル します。

先日のフイン会にご参加いただいた皆

様に感謝 してスマイル します。昨 日の

晩御飯がカレー、本 国の例会 もカレー

だつた事にもスマイル.

フイン会の初会合に参加 し、冨井 さん

の計いもあ り美味 しい料理 とフインを

堪能 しました。発起人、世話役の神野

さんに感謝 しスマイル します。

高石さんの入会を歓迎 します。ロー多

リーライフを満喫 してください。先週

は楽 しくおい しいフインの会をありが

とうございました。ベー トーベン No 9

とい うフインがあるとは思いませんで

した。

フイン会に参加 させて頂きました。余

りに楽 しかったので、次回も必ず出席

したいです。

神野 さんが企画 して下さり、富井さん

に厳選 して頂いた料理 とフインを味わ

うフイン会を堪能 しました。次回以降

も是非参加 したいのでメンバーに入れ

ておいてください。感謝 しスマイル し

ます。

フイン会楽 しかつたです。神野さんと

とみ井 さんに感謝 !         ~
皆出席 20周 年表彰を頂きました。入会

最初の思い出は雨中バスで浅畑川に行

ったこと。楽 しかつたので長 く続きま

した。ロータリーに感謝です。

冨井 一矢 君

新井 勉 君

新間 桂子 君

浅野 裕史 君

"時
依子 君

大村 幸代 君

望月 康弘 君

宮川 rE 君

情報委員会としてスマイルします。

一年間皆出席のお祝いありがとうござ

いました。15日 あすなろ会へ何とか出

るつもりです。 3ケ月ぶりです。

昨年の会員名簿では正しい住所が記載

されていましたが、なぜか今年は自宅

《クラブ会報グループからの連絡事項》

クラブ会報グループリーダー      鈴木寿人

会報作成について「卓話原稿が無い場合は写真 画像データ

など工夫して、原稿起こしの作業無しに会報作成作業を効率

化するJこ とを 9月 3日 の理事会にてご承認いただきまし

た。ご理解ご協力よろしくお願い致します。

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

9/10 63(50 6

9/3 52(50) 10

8/27 52(49) 11 8 3 93 88“

氣谷雄太郎君

く会報作成 :新井 勉>


