
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1333 回 （本年度 16 回） 

平成 27年 11月 5日（木）  

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   戸張 裕康 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 小林 正樹 親睦委員 

欠席者：歌崎会員、都倉会員 
 

お客様紹介 市川 功一 会 長 
 

増田 克実 様 （ゲストスピーカー・  

株式会社証券ジャパン調査情報部 副部長）  
丁 中斐 様（米山奨学生） 

 
会員お祝い  おめでとうございます ♪ 

                
仁上喜久夫会員

(11 月 25日生) 
 
山本  剛会員

(11 月 25日生) 
 
宮崎 玲児会員

(11 月 19日生)  

 

会長報告 市川 功一 会長（11 月 19 日） 
 
◇理事会報告（会報掲載） 

１．年次総会立会人の選任：会田公雄会員、若狭滋則会員 

２．プログラム承認 

３．年末家族会の予算案･タイムスケジュール案検討  

一部修正後、承認   開始時間 18：00 

会費：会員 15,000円 ご家族 8,000円/人 

小学校 3年生以下 2,000円/人 

４．川崎北 RCヴァヌアツ支援への協賛金 5万円を承認 
 

 
１．地区大会へのご参加ありがとうございました。 

表彰品が届いておりますのでお渡し致します。 

 ◇長寿会員： 仁上喜久夫会員（当日登壇）、山田一之会員 

 ◇出席率 100％： 仁上喜久夫会員（42年） 
 
２．ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会より、表彰品が届きましたので 

お渡し致します。 

 ◇第 21回 米山功労クラブ  

 ◇米山功労者： 小泉正博会員(6回)、島田叔昌会員(5回)、

会田公雄会員(4回)、古越孝男会員(1回)、 

都倉八重子会員(1回) 
 

幹事報告 会田 公雄 幹事（11月 19日） 
１．地区からの来信 

①Ｒ米山奨学生･学友･年末パーティ開催のご案内 

   日時：2015年 12月 6日(日) 18：00-20：30 

   会場：ホテルキャメロットジャパン 5F   
２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎とどろきRC  
 11月30日(月)･ 12月 7日(月) 移動例会  

富士通ラウンジ20F      点鐘12：30 
 12月14日(月) 年忘れ家族会  

ｸｲｰﾝ･ｱﾘｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ日吉 点鐘17：50 
 12月28日(月) 休会 
●川崎中RC  

12月 1日(火) エポックなかはら7F「武蔵」点鐘12：30 
 12月 8日(火) 年忘れ家族会       点鐘17：30 

横浜ベイｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ＆ﾀﾜｰｽﾞ  
 12月29日(火) 休会 
●川崎高津RC  

12月10日(木) 年末家族会 ﾎﾃﾙＫＳＰ 点鐘18：00 
 12月17日⇒18日(金)  移動例会  

川崎西RC創立50周年記念式典 KSP 
 12月24日･31日(木) 休会 
●川崎高津南RC  

12月14日⇒18日(金) 移動例会  
川崎西RC創立50周年記念式典 KSP 

 12月21日(月) 年末家族会 点鐘18：30 
 12月28日(月) 休会 
●川崎幸RC  

12月15日(火) 年忘れ家族会       点鐘18：00 
横浜ベイｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ＆ﾀﾜｰｽﾞ 

●川崎ﾏﾘｰﾝRC  
12月17日(木) ｸﾘｽﾏｽ家族例会    点鐘18：00 

横浜ベイｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ＆ﾀﾜｰｽﾞ 
12月24日･31日(木) 休会 

 
３．他クラブ会報の回覧  川崎南RC、川崎高津RC 
 
４．例会情報 

 11月26日(木) ホテルメッツ溝ノ口内 「桂林」点鐘12：30 点鐘12：30 

 12月 3日(木) 早朝移動例会         点鐘7：30 

コメダ珈琲 川崎武蔵中原FC店  

 12月10日(木) 年末家族会ｸｲｰﾝ･ｱﾘｽ日吉 点鐘18：00 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 ２０名 ５名 ９０．９１％ 

前々回(10月 22日)欠席 3名 Make up 1名 ９５．８３％ 

 

 
 

 川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



 

会長ミニ情報   

昨日の会長・幹事会での小泉ガバナー補佐から配布され

た資料の中で「親睦」と「親睦活動」は違う、ということを学

びました。懇親会やゴルフ等の親睦活動に対し、ロータリ

ーの親睦とは毎週の例会でお互いに奉仕の心を学び、研

鑽して真の友情に裏打ちされたロータリー運動のための活

動のこと、とのことです。 

 

卓 話  「株式展望」増田 克実 様 

株式会社証券ジャパン調査情報部 副部長 

  日本が2020年に向けてどのような方向に進むのかという

ことをお話しできればと思います。郵政 3 社の上場が昨日

有、今のところ大盛況です。個人の皆さんが預貯金にお金

を眠らせていて、なかなか運用はしてもらえないという状況

が続いていましたが、これを契機に貯蓄から投資に動けば、

改善の一つになるのではないかと思っております。 

 2020 年に向けて自動運転について資料を見ていただき

たいと思います。2020 年までに自動運転のサービスができ

るように規制緩和や法律を変えることを示しています。最近

売れている本で「ザセカンドマシンエイジ」8 月に出版され

た本でファーストが蒸気機関の第一次産業革命を指し、自

動運転がまさに第二次革命を指しているわけです。レベル

1は自動ブレーキ、レベル２は自動駐車、ここまでは来てお

ります。レベル 3 が自動追い越しや車線変更でトヨタが対

応する方針を示しております。今後こういう変化が加速して

いくと思われます。 

 今後のスケジュールを株式市場から見ますと、世界的に

ゼロ金利の状況にある中で、いよいよアメリカが超低金利

策から一歩抜け出すような動きがある。これが一つのポイン

トになります。郵政グループは 300 兆円のしさんがあり、今

までは国際ばかりで運用していましたが、上場を契機に国

債からリスク資産、株や投信や外債への運用を増やす方

針を示しておりまして、年金の運用を含めて日本株の買い

の要因になると思っております。 

 次に日本経済の課題、問題点を見ていきます。6 重苦の

一つ、今までの「超円高」は修正されてようやく競争力がつ

いてきて、企業業績が回復し、賃金も下げ止まり、上げ方

向で失業率も大幅に低下しました。為替については来年

に向けては注意が必要です。アメリカの金利が上がると、

日本とアメリカの金利差から目先は円安になるかもしれま

せんが、来年度はエネルギー価格が下がっております。輸

出は増えておりますので、貿易収支が大幅に改善するとい

うことです。それから来年アメリカの大統領選挙が予定され

ています。 
 
 6 重苦の 2 つ目の「高い法人税率」もこれから引き下げよ

うとしております。3 つ目の「おくれる自由貿易協定」これも

みなさんご存知のとおりＴＰＰが大筋合意しになって株式市

場では原材料を輸入している外食産業などのメが外に出て

行って外国で余計に税金を取られたりする規制が緩和され、

ビジネスがやりやすくなるところであります。「電力エネルギ

ー問題」もようやく電力各社が来年度はまともな配当が出せ

る状況になっています。「環境規制」環境問題については

センシティブな問題をはらんでおります。最近中国が一人

っ子政策をやめるという話がありました。ある試算によります

と 2017 年から中国の赤ちゃんは年間 300 万人から 600 万

人増えると試算しております。これによってベビー市場は

４％から９％中国ではマーケットが広がりそうだということで

ありまして、中国に進出しているピジョンや花王、ユニ・チャ

ームなどはチャンスになりそうです。ただし、中国の人口が

それだけ増えると自動車も増え、環境問題が大変なことに

なりかねない状況です。先日トヨタが 2050 年までにガソリン

車をゼロにするといっておりますが、そんな悠長なことを言

っていられなくなるかもしれません。 

 株式市場の現状として、これから皆さん今は運用していな

い方も必然的に預貯金以外のリスクをとって運用しなれば

ならない時代が必ずすぐそこにくると思います。銀行に黙々

と預けている人には大変な時代になると思っています。日

経平均の流れ見るとヒントがありまして下落トレンドは終わり、

上昇トレンドに入ってきています。6 か月投資の平均パフォ

ーマンスもいいです。 

 その他資料をお配りしましたのでご覧ください。こちらにい

らっしゃる経営者の方にはぜひ賃金を上げていただいて経

済を活性化していただきたいと思います。ありがとうございま

した。 
 

ニコニコ報告  小林 正樹 親睦委員長 

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  
  クールビズの期間も終わり、11 月に入って今朝はかなり気
温が下がりました。都倉会員のお父様、正明さまが旭日小
授章を受賞されました。おめでとうございます。  

プログラム委員会 
増田様、お忙しいところご苦労様です。アメリカの問題など
いろいろあり、相場の行方がどうなるかお聞かせください。  

ＳＡＡ一同 
 いつもピアの生演奏で迎えてくれる島末さんありがとうござい
ます。早く新入会員の歌も生ピアノで演奏できるといいです
ね！曲の録音もお願いいたします。  

「みんなニコニコ」  
増田様 ようこそお越しくださいました。 
小泉 正博 会員・鈴木 次男 会員・原 秀元 会員 
工藤 和弘 会員・古越 孝男 会員・山本 剛 会員 
徳安 久是 会員・髙瀬 建夫 会員・髙木 謙太郎会員 

 
親睦委員会一同 
朝晩がめっきり寒さを感じる昨今、皆様体調には十分お気を
付け下さい。増田様本日は卓話楽しみにしておりました。よろ
しくお願いいたします。 
 

 

【卓 話 案 内】 

◇11 月 26 日(木) 溝ノ口「桂林」 点鐘 12：30  

入会卓話：江口 進会員 

ニコニコボックス 本日 24,000円 累計 322,000円 

記念日ニコニコ 本日 15,000円 累計 45,000円 


