
先週の東慶州ＲＣと

の合同例会、また翌日、

ゴルフ・観光と来日さ

れた皆さんは、大変喜

ばれていました。特に高

橋政勝国際奉仕委員

長、藤塚勝明姉妹クラブ委員長はじめご参加いた

だいた会員の皆さん、ありがとうございました。また

12日土曜日にイオンシネマにおいて、しらかし会の

子供さんとご家族の皆さんとの映画鑑賞も野口奉

仕プロジェクト担当理事、板垣委員長はじめご参

加いただいた会員の皆さんご苦労様でした。本日、

ここで、しらかし会の春日理事長はじめお礼のご

訪問がありましたのでご挨拶お願いいたします。

先日、梅野会員の御子息の葬儀がございました。

本日の例会前に、梅野会員の代理の方から、弔問

の御礼がございましたので、ご報告いたします。

日経新聞では、ここ何日もトランプショックとして

1月に変わる米国新政権の話題で持ちきりです。

「社会分断、危うい大衆迎合」では、革命と呼んで

もいい、その衝撃は、欧州連合離脱を決めた英国

民投票の比ではないとしています。それに反して株

や為替が落ち着いています。勝利宣言の内容や、

安定した政権運営に向け、政権の要の大統領首席

補佐官にブリ―バス党全国委員長を起用するなど

共和党主流派との協力体制も得ようとしているな

ど、当選後は現実主義的な顔ものぞかせています。

こうしたことから今日の卓話は非常に楽しみな内

容となりそうです。

さて、1917年に米国ジョージア州アトランタで年

次大会が開催されたとき、アーチＣクランフ元会長

は、「世界で良いことをするための基金」を作ろうと

の画期的なアイデアを提案しました。その年度の終

わりにカンザスシティＲＣは26ドル50セントを基金と

して送りました。その後の1928年にそれは、「ロータ

リー財団」と名付けられました。最初は26ドル50セン
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【 本日のプログラム 】 11月24日 卓話 「経営視点からのホスピタリティ」 青木 肇 様、井上 真澄 様
【 次回予告 】 12月1日 年次総会 新入会員挨拶 「イニシエーションスピーチ」

【 第1832例会 】 平成28年11月17日（木） 【 司会SAA 】 梅田 秀雄 君
【 斉唱 】 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 玉川 雄 君
【ゲスト】 野村証券 木内 介一 様、今里 幸治 様、庄司 安秀 様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 4名(敬称略)

43名 33名 89.19% 89.74% 10名 古郡、原嶋、池澤、小倉

会長の時間 入江 公敏 会長
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トから始まったのです。

以来、そのビジョンは幅広い進展を遂げ、今日、

私たちが知るロータリー財団へと成長しました。今

月は財団100周年におけるロータリー財団月間」で

あります。

ロータリー財団は、日本では協力財団として2010

年に「公益財団法人ロータリー日本財団」が認可さ

れました。毎年全国のロータリアン、クラブから寄せ

られる15億円前後の寄付金はロータリー財団をと

おして、奨学金・平和フェロー・ポリオ・クラブプロジェ

クトへの補助金など多くの奉仕事業を支援してい

ます。奨学金はロータリーで示された6つの重点分

野に焦点を絞った大学院レベルにおける職業人の

為の奨学金です。地区ロータリー奨学金は、海外の

大学院で学ぶ為の奨学金プログラムです。平和フェ

ローシップは、平和及び紛争解決の分野におけるリー

ダーを育成支援する奨学金です。ポリオプラスにつ

いては、ポリオ撲滅に必要な支援であります。

これ以外に地区財団活動資金（ＤＤＦ）としてグロー

バル補助金と地区補助金があります。2780地区の

今年度のプロジェクトは横須賀ＲＣがフィリピン・セ

ブ島で、口唇口蓋裂手術（こうしんこうかいれつ）

の歯科医と言語トレーナー等へのトレーニングです。

100周年記念の時に見ましたが素晴らしい事業で

す。また、地区補助金は今年度20クラブが承認され、

大和中クラブでも特殊詐欺撲滅大作戦に47万円

ほどが支援され、現在展開中であります。このよう

に、ロータリーは財団をとおしてロータリーと各クラブ

が素晴らしい事業を行っています。各会員に於きま

しては、100周年でもあり、是非200ドル以上の寄付

をお願いいたします。

財団100周年の祝賀はアトランタでの国際大会

でクライマックスを迎えます。大和中ロータリークラ

ブとしては、交通事故撲滅大作戦と特殊詐欺撲滅

大作戦の二つの大作戦を財団100周年事業と位

置付け、世界中のロータリアンが実施してきた「よい

こと」を一緒に振り返る機会としたいと思います。

①大和市 やまと国際親善委員会が主催する大韓

民国光明市立合唱団招聘公演の無料入場券が

10枚届いていますので、行かれたい方は事務局

で受け取ってください。

②東慶州RCからお土産を頂いておりますので、帰

りにお持ちください

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 苗加 真敬 委員

配偶者誕生日 梅野 義信 様 11月21日

竹野 明日子 夫人 11月21日

結婚記念日 山崎 賢二 君 11月18日

橋本 日吉 君 11月21日
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幹事報告 阿萬 正巳 幹事

委 員 会 報 告



「海外動向、TPP、国内経済」

野村証券株式会社 木村 介一 様

今里 幸治 様、庄司 安秀 様

野村証券の木

内です。本日は大

和中RCの卓話に

お招き頂き、有難

う御座います。前

回の卓話でお話し

したのは1年9か月

前の2015年2月5

日の例会でした。その時に「どうなる今年の景気」

と題しましてお話した内容をまずは検証してみたい

と思います。

まずは為替ですが当時120円だったドルの見通

しについて円安方向で推移するだろうとお話ししま

したが、現状108円、これは外れてしまいました。しか

し米国の利上げ見通しについては緩慢な利上げ見

通しを申し上げまして、こちらは15年末に1回引き

上げが行われその後据え置かれております。また欧

州の景気については緩やかな回復見通しをお話し

しました。そしてウクライナリスクでロシアのデフォル

ト懸念がありましたが、その心配は不要とお話しし

ました。この点に関しては見通し通りでした。一方日

本経済に関しては個人消費の底上げを予測しまし

たが、消費は現在のところ冴えません。また物価上

昇率が低迷しておりますので、日銀の追加緩和予

測をお話ししましたが、年明けマイナス金利導入と

なったことはご承知の通りです。

さて、先週びっくりしましたね！そうトランプ大統領

の誕生です。

お手元Nomura21Global11月号はクリントン大統

領誕生を見越して制作されているのですが、結果は

大方の予想に反してトランプ氏が勝利しました。で

すからP21の上下の表が予想とは違った結果となっ

てしまいました。

11月9日にトランプ氏当選で、株式市場は日経

平均で920円下落しました。しかし驚いたのは翌10

日に1090円戻したことでした。

なぜでしょう？二つ要因があったと思います。一

つは株式市場がもともと景気循環に基づく回復局

面に入っていたから…、そしてもう一つはトランプ氏

の勝利演説が従前の彼の言動と違って意外とまと

もだったから…、ではないでしょうか？

選挙期間中に言われていましたトランプさんの政

策（1.大型減税、2.貿易政策、3.移民政策、4.規制

緩和）に対して、市場は新たなリスクが生じるので

はと感じていました。

2.3.はもともと大統領に大きな権限があり、選挙

運動期間中の彼の言葉通りに政策発動されると、

保護主義が台頭してきて、日本経済に悪影響を与

えるのでは？そして移民流入が制限されると米国経

済が停滞するのでは？と市場がリスクとして感じて

いたと思います。

また1.大型減税に関しても米国の財政赤字が拡

大し、ドル安になるリスクを市場が考え、前者のリス

クと相まって9日に920円安したのだと思います。

しかし翌10日は新政権に対する期待も感じられ

ること、及びもともと日本の株式市場が景気循環

に基づく上昇相場にあることを意識して、1000円

高したのだと思います。

それでは足元の米国経済を見てみましょう。

P14上のPMIのグラフで景況感が回復している傾

向が持て取れます。そしてP15下のグラフで雇用も

順調に拡大傾向にあること、更にはP16下で個人

消費も堅調に推移していること、その先にはP18上

のグラフにあるように企業業績も底入れ傾向にあ

ることが確認できます。

また16年年初からのリスク要因であった1.為替

（P20下）、2.原油の下落（21上）3.中国（23下）4.信

用リスク（P25上）もそれぞれ落ち着いています。

そしてアジアでの生産活動も活発化しているので

す。（P37上下）

一方、日本は出荷と在庫の循環グラフ（P27下）

で生産活動が復調基調にあることが確認できます。

過去このグラフが45度線を跨ぐと株式が上昇基

調に転じていました。

しかし物価は下落傾向（P30下）、ですので金融

緩和は続くと思われます（P30上）。

為替は今のところの見通しとしては17年末112

円と予想しております（P31上）。

御清聴有難う御座いました。
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木内 介一 様 君

野村證券の木内です。本日の卓話を担当させ

て頂きます。宜しくお願い申し上げます。

今里 幸治 様（相模原RC）

本日、卓話をさせて頂きます木内の付添で参り

ました。宜しくお願い致します。

入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事

東慶州RCとの合同例会、しらかし会との映画

鑑賞会、ご苦労様でした。本日の卓話、野村證券

木内介一様、どうぞ宜しくお願いします。今里支

店長、庄司様ようこそおいで下さいました。

梅野 房子 君

長い間、会を欠席致しました事をお詫び申し上

げます。並びに、息子の通夜ではお手伝い頂き、

お忙しい中会葬して頂いた事を深く感謝致します。

上田 利久 君

クラブ例会を楽しんでいる間に…。視力、足元

共に衰えてきてますので、年末年始のご挨拶は失

礼させて頂きます。

橋本 日吉 君

結婚記念日を祝って戴き、ありがとうございま

す。今年で37年目になりました。あと何年キープで

きるでしょうか。

横澤 創 君

引田さん、久しぶりです。貴君の元気な顔を拝

見し、今日はとても幸せな気分です。

髙橋 清 君、伊藤 英夫 君、上田 利久 君、

岸 幸博 君

引田さん、久しぶりに…。待っていたよ。嬉しい

な。中クラブのホープ引田さん、これからも顔を見

せて下さい。

板垣 克浩 君

入会記念のお祝いありがとうございます。

鈴木 洋子 君

創業記念のお祝いありがとうございます。

スマイルボックス 鈴木 洋子 副委員長 本日 \45,000 累計 \321，０0０

11月12日「映画鑑賞会」感想文のご紹介

☆映画のご招待ありがとうございました。中々、子ども連れで映画を体験させる機会がなく、貴重な体験の場となっ

ております。昨年度は、初めてであったため、泣いてしまって映画を楽しめていたのか分からない状態でしたが、2回

目の今回は、シール貼りやお菓子を食べる余裕が出てきて、とても楽しんでいました。本当にありがとうございまし

た。

☆今回の映画鑑賞会がなかったら、子どもと映画館に行くことはなかったと思います。子どもにとっても良い経験

になったと思います。ありがとうございました。

☆貸し切りで鑑賞できたのでゆったり過ごせました。お菓子を食べながら映画を観ると言うことは難しいようでした

が、良い経験になりました。帰宅後は「えいがたのしかった」と言っていました。

☆貸し切りで周囲の方に気兼ねすることなく、リラックスして観ることができました。また、参加者への飲み物やおや

つのご配慮も感謝いたします。作品もただ観るだけでなく、シールを貼りながら進めたので、子どもも最後まで楽

しみながら観る事ができたと思います。ありがとうございました。

☆昨年に続き、2度目の参加でしたが、普段一般の方たちと一緒に観るには難しいため、なかなか経験できないので、

とても良い機会で嬉しく思いました。ありがとうございました。

☆最後まで座って観ることができました。初めての映画館でした。明るさや音量に配慮して頂いたおかげだと思いま

す。お菓子も袋いっぱいに入っていて嬉しそうでした。妹の分まで頂けて助かりました。ありがとうございました。

☆さかなくんの「ギョギョギョ～」が楽しかったらしく、お菓子を食べながら座って観ることができて良かったです。

☆家族みんなで参加できましたが、離席もなく楽しく鑑賞することができました。帰宅してから昨年の研究ノートをだ

して見比べていました。

☆昨年に引き続き、このような機会を頂き、嬉しく思っております。息子も音に反応したり楽しく過ごすことが出来

ました。本当にありがとうございました。

☆映画館に行く機会を作ってくださりありがとうございました。家族みんなで楽しませて頂きました。


