
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1448回 （本年度 第 19回）例会 

平成 31年 3月 14日（木）  
 

点  鐘  小泉 正博 会長 

司  会   小林 正樹 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 

会員出席報告 若狭 滋則 出席副委員長 

欠席者：今井会員、江口会員、宮崎会員、坂本会員、 
坂口会員、髙木会員、都倉会員、渡久地会員 

 

お客様紹介 小泉 正博 会 長    

本日は、いらっしゃいません。  

委員会報告  
◇高瀬建夫 研修委員 
 

 
 
 
 
 
 
 
ロータリーで最初に出会う魅力は異業種交流です。立

派な方達と知り合いになり、話を聞きながら自己研鑽の

機会に恵まれます。例会に出席しないのは損だと思いま

す。是非、例会だけはしっかりと出席していただければ

と思います。 
 

◇市川功一 クラブ活性化委員長 
まち歩き同好会のご案内 ※案内状配付 

４月１３日（土）10時 日暮里駅北改札口 集合 

「谷･根･千」 谷中･根津・千駄木 
  

ニコニコ報告  若狭 滋則 親睦副委員長 
 

◇小泉 正博 会長・徳安 久是 幹事 

 おはようございます。今日は職業奉仕のフォーラムで

す。3月は年度末という事でもあり、何かと気ぜわし

い時期での早朝例会でもありますので、原稿を準備す

るのは、さぞかし大変だったと思いますが、卓話者の

堤さん、井元さん宜しくお願い致します。 

 

◇ＳＡＡ一同 
 朝晩はまだまだ寒いですが、春はもうすぐそこまで

来ています。本日は、堤さん井元さん宜しくお願い

致します。 
 
◇親睦委員会 

職業奉仕のフォーラムです。堤さん井元さんよろし

くお願い致します。  
「みんなニコニコ」 

高瀬 建夫 会員・中村 敏史 会員・堤 研司 会員 

市川 功一 会員・内藤 松雄 会員・神谷 直 会員 

島田 叔昌 会員・山本  剛 会員 
 

ニコニコボックス 本日 12,000 円 累計 393,000 円 

記念日ニコニコ 本日 10,000 円 累計 75,000 円 

 
 

職業奉仕クラブフォーラム  

◇神谷 直 職業奉仕委員長 

本日は堤さん、井元さん、卓話をよろしくお願い

致します。 

私はいつもロータリーの友誌を職業奉仕に関係あ

る記事がないかなと思いながら読んでおります。“好

意と友情を深める”とはどういうことなのかと思っ

ていたのですが、ロータリーの友誌１月号に「なる

ほどな」と思う記事がありましたので紹介させてい

ただきます。“ロータリーの本質は職業奉仕”の真意

とはという記事です。 

～商売の根底に友情を置け”とは商売の相手方を、

心の友と思い、カモと思ってはならないということ

です。私たちが取引をする商品はもともとお客様の

物をお預かりしております。時が来ればお客様の要

求に応じてお客様にお返しすべきものです。その際、

責任を持ってお客様にお返しします。「大事にしてく

ださい」と手を握り、それが契機となり親戚同様の

付き合いが始まる。このような心の交流が生まれる

ことが理想です～  

この記事を読んでびっくりしました。なるほどな、

と。好意と友情を深めるとはメンバーのことなのか

と思っていましたが、全然違うのだとわかり、いた

く感動致しました。職業奉仕委員会をやっているこ

とで、こういう文章に接し理解することができて良

かったと思います。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 １５名 １３名 ６５.２２％ 

前々回(2月 21日) 欠席 13名 Makeup 5名 ８３.３３％ 

 

 
 

 

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 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『インスピレーションになろう』 Be the Inspiration 

ＲＩ会長 バリー・ラシン 第２５９０地区ガバナー 金子 大 



◇『証券市場の変遷』堤  研司 会員 
本日は証券業界に関わりのあることを、日経平均、

ダウ平均に触れながらお話しさせていただきます。 

私は 1989年にこの業界に入りました。ちょうど 30

年経ちます。お手元のダウ工業株 30種平均と日経平

均株価 225 のチャートをご覧ください。1989 年のダ

ウ平均。だいたい 2700 ドル位でした。それが今は

27000ドル近くになっています。この 30年間で 10倍

ということになっています。アメリカというのは市

場を大切にする国で、何かあれば国を挙げて市場に

お金を注ぎ込み、 

全力で市場を支えます。その市場で国民の資産運用

をするというお国柄なのです。30 年間で 10 倍です。

途中 2008年に 100年に一度といわれるリーマンショ

ックがありましたが、それを乗り越えどんどんと株

価は上昇しました。一方、日本。1989 年、私がこの

業界に入った年の年末、日経平均は 38915 円の最高

値をつけました。それから 30 年経過し、今は 21000

円くらい。1989年の最高値の 53％程です。これでは、

皆さん方も投資をするのに躊躇すると思います。 

なぜこんなにも違いが出るのか。まずは政策の違

いです。アメリカは国を挙げて市場を大事にします。

そして市場で運用し資産を増やす。株式市場を国が

育ててきました。アメリカの大統領は株価の動向で

決まるとまで言われています。また、子供の頃から

金融教育が盛んです。日本は金融教育を子どもに行

うということをしていません。資産運用に対しての

意識が全く違うのです。 

ちなみに日本では、市場で資産運用を行なってい

るのは約 10％程度、アメリカは 70％以上株式関係に

投資しています。日本の株式市場の時価総額は 600

兆円ほど、米国株式市場の時価総額は日本の 5、6倍

の 3000兆円を超えています。アメリカの市場に対す

る政策が大きな差ができる要因のひとつになってい

ると思われます。 

日本でも「貯蓄から投資へというスローガンを掲

げ政策を進めていますが、なかなか進まない。日本

の個人金融資産は 1800兆円、その半分以上は現金預

金と言われています。それを市場へと促したいと

色々な政策が始まりました。その一つが NISA（少額

非課税制度）です。一定金額の範囲内で購入し譲渡

益が非課税となる制度で 1167万口座作られています。

IDeCo（個人型確定拠出年金）制度もその一つです。

しかしながらなぜ貯蓄から投資へ進まないのか。

1980 年代頃は公的年金があれば老後は安泰と考えら

れていました。銀行預金の金利も 5％程度と高い金

利でした。そして 1990年初頭のバブル崩壊前は地価

の上昇率が高く株式よりも土地を保有したほうが有

利な状況でした。戦後 50年間続いてきた常識や社会

制度が背景にあり、預貯金や土地を持っておくこと

が個人にとって賢い判断でした。その習慣が今も根

強く残っているため貯蓄から投資へと進まないのだ

と思います。現在では公的年金はどうなるかわから

ない、銀行の金利は 0％、土地は都市部のみが堅調、

賢い判断と言われていたものがそうではなくなって

います。 

そこで国は貯蓄から投資へというスローガンを掲

げ、資産運用を推し進めてきました。安倍首相と日

銀の黒田総裁がタッグを組み、市場にお金を流し取

り組み日本の個人の資産形成に繋げようとしていま

す。 

そこで、資産運用で一番身近なのが株式市場です。

その株式市場でどういう風に運用をしたらよいのか

という道標が必要だと思いますが、政府は具体的な

資産運用、個人金融資産がどのような状態になるの

が望ましいのかということを示していない。あるべ

き姿を見せていないのです。この原則論をもっと議

論し充実させていくことが最も必要だと思います。 

国を挙げて株式市場をしっかりと運用していく。

本格的な立て直しが必要だと思っています。 

私どもの業界も変わってきております。まず皆様

の運用の相談に乗る。資産運用のアドバイスを前面

に掲げ営業しております。その人に合った資産運用

をアドバイスするという業務に変わってきています。 

現在日銀は ETFを年間 6兆円購入、買い支えです。

株式市場を活性化し、株価を上げ景気を良くしたい。

そして個人の資産運用を支えたいと考えています。

しかしながら、消費税 10％の問題があります。日本

は少し景気が良くなるとすぐ引き締めるという政策

に変わります。そうすると中途半端になってしまう。

しかし今は継続的に市場を支えるということを続け

ています。 

今後は私どもの業界は資産運用の手助けをいたしま

す。そして市場の方はアメリカの後追いという状況

でが、トランプ大統領と安部首相は上手くやってい

くと思いますのでアメリカ市場を追随して日本の市

場も少しでも良くなればと思っております。 

 
◇井元 雄一 会員  

１．カイロプラクティッ 

  クとは･･･  
 
先ほど堤さんがアメ

リカと日本の経済成長

についてお話をされて

いましたが、その違いが

すごく歴然としている

なと思いました。カイロ

プラクティックも同様

で、アメリカと日本で全

然違っています。そもそ

もカイロプラクティッ



クは、1895年にアメリカで生まれた新しい医療です。

西洋医学といわれるメディカルが数千年をかけて世

界中に広がったのですが、カイロプラクティックは、

わずか 100 年で世界中に広がりました。なぜ、そん

なに早く広がったのかというと、まず薬を使わない、

体に傷をつけない、手だけで行って健康に役立ち効

果が高いという点があると思います。 

日本にカイロプラクティックが入ってきたのは、

大正 8 年、その後、西洋式整体術、整体というもの

が日本で独自に発展していきます。 

アメリカでは 4,200時間の大学での勉強が必要です。

医師が 3,800 時間なので、それ以上に困難で、それ

が世界標準となっています。 

日本では、残念なことにカイロプラクティックに対

する法律がありません。規制も特にありません。わ

ずか 1 週間でカイロプラクティックを名乗っている

人が多い現実があり、自称カイロプラクターが多く、

気害が多発して国民生活センターなどでも問題とな

り厚生労働省が取り組む問題にもなっています。 

とても恐ろしい事です。そのせいで、カイロプラク

ティックの恩恵を受けられない国民も数多くいらっ

しゃいます。 

日本では、カイロプラクティックを名乗る約

40,000 人のうち、正規の修了者は、600 人程度。約

半分が、ＫＣＳセンターにいます。 
 
２．どんな治療法か･･･ 

背骨のゆがみを治すことによって、神経系や運動 

機能、内臓機能、痛みを治します。 
 
３．姿勢のチェック方法とストレッチ方法 

 井元会員による神谷会員への一瞬の施術により、

手の上がり具合の変化に、一同騒然。喝采となりま

した。 
 

配付資料 

・小泉元厚生大臣挨拶 ・姿勢のワンデイセミナー 
 

４月４日  報告事項   
小泉 正博 会長 徳安 久是 幹事 
 

１．理事会報告   
２．地区からの来信 

 ①2020-21 年度ロータリー平和フェローの募集要

領と申請資料が届いております。 

申請希望者があった場合には、別途ご報告申し

上げます。 
 
 ②ＲＩ国際大会の信任状証明書の提出依頼が届き

ました。会長･幹事の署名を付して提出済みです。 
  
３．中原区民祭事業報告書が届きました。回覧 
 
４．他クラブ例会臨時変更 
●川崎高津南 RC  

4 月 8 日⇒6 日(土)  献血活動 溝の口駅前 
4 月 15日(月)     例会なし 
4 月 22日⇒19日(金) 4RC合同研修ｾﾐﾅｰ ＫＳＰ 
5 月 6 日(月)     休会   
5 月 20日(木)     例会なし 
5 月 27日⇒26日(日)-27日(月)  

認証状伝達式 広島 

●川崎とどろき RC  
4 月 8 日・4 月 29日  休会 
4 月 22日(月)     ﾎﾃﾙ精養軒 点鐘 18：30  

●川崎中 RC 4 月 9 日・4 月 30日  休会  
●川崎宮前 RC  

4 月 9 日(火)    「ご夫人デー」 
二子玉川 ル･マグレブ 点鐘 18：00 

4 月 16日(火)⇒17 日(水) 川崎北 RC へﾒｰｸｱｯﾌﾟ  
二子玉川ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急 点鐘 12：30 

5 月 7 日(火)     物故会員を偲ぶ会 
  等覚院  点鐘 12：00 

5月 14日⇒13日(月) 献血奉仕活動 宮前保健所  
5 月 21日(火)     移動例会⇒通常例会に変更  

●川崎西北 RC  
4 月 14日(日)-15日(月) 移動例会  

米山梅吉記念館見学 箱根宿泊 
4 月 25日(木)    柏屋  点鐘 18：30  

●川崎高津 RC  
4 月 18日⇒19日(金) 4RC合同研修ｾﾐﾅｰ ＫＳＰ 
5 月 2 日(木)     休会 
5 月 9 日⇒11日(土)「献血活動」 溝口駅前北口 
5 月 16日(木) 移動例会「県立高津養護学校慰問」  

●川崎百合丘 RC  
4 月 23日(火)     麻生ガーデン 点鐘 18：00 
4 月 30日(火)     休会  

●川崎 RC  
5 月 2 日(木)・5月 30 日(木)  休会  

●神奈川 RC  
4 月 29日(月)・5月 6 日(月)  休会 
6 月 17日(月) 創立 59周年記念例会 点鐘 18：30  

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  
4 月 25日(木) 鎌倉散策夜間例会を通常例会に変更  
5 月 2 日(木)     休会 
5 月 16日(木)     川崎 RCと合同例会  

川崎日航ﾎﾃﾙ 点鐘 12：30 
●川崎中央 RC  

4 月 29日・5月 6日  休会 
 
各種ご案内 

・4月 10日(水) 川崎北 RC より例会のご案内 

  戸張 捷氏「ゴルフよもやま話」 

・4月 11日(木) 川崎中原 RC 研修会  

小泉会長「ロータリーの歴史」 

・4月 13日(土) まち歩き同好会  

JR 日暮里駅 北改札口 10時集合 

・4月 17日(水) 川崎北 RC 例会 「ポリオの会」 

稲村 敦子様の卓話 

・5月 24日(金) 第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ６クラブ合同 

ボウリング大会開催ムサシボウル  
    

今後の予定 
 

◇４月 11 日 (木)  研修会 
ジェクト㈱会議室 18：00～ 
 
卓話：小泉正博会長 

「ロータリーの歴史」 

◇４月 18 日 (木) 早朝例会 
点鐘 7：30 ホテル精養軒 
 
卓話：河合 束会員 

「ポリオの話」 


