
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1498回 （本年度 17回） 

令和 3年 3月 4日（木） ZOOM併用例会 
 

点  鐘  小林 正樹 会 長 

司  会   内藤 松雄 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 
 

会員出席報告 下條 恵理子 親睦委員 

 
欠席者：江口会員、菅野会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員 
 

 

 

 

 

 
 
お客様紹介   

◇ゲストスピーカー ※オンラインにて卓話 
㈱証券ジャパン外国商品部長 荒井 守 様 
 

◇川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様 
◇川崎鷺沼 RC 坂野 正則 様   
◇米山奨学生  
ムカダス ムキタル様 

奨学金と記念品目録 贈呈 

 

 

会員お祝い          

お誕生月 
おめでとう  
ございます♪  

           今井 敬会員 
河西俊市朗会員（写真左） 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 卓 話  ㈱ 証券ジャパン外国商品部長 

荒 井  守 様  

「米政治環境と米国株相場の見通し 」  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

バイデン政権になって、何が変わったのかということと、

荒れた米 2 大政党の比較についてのお話です。 

トランプ元大統領は共和党の中でも異色の存在だった。

今回、バイデン大統領が当選し政党が変わったが、実は

経済的な政策はトランプ政権時代とあまり変わってい

ない。 
 

政策遂行上、米議会がとても重要で、議会を抑えること

ができなければ政策は実行できない。 

政策の実行には法律と予算が必要だが、法律を制定し、

予算を議決できるのは「議会」に与えられた権限だから。

「大統領」には立法や予算のお願いはできるが決める権

限はない。ここは日本の議院内閣制と違うところ。 
 

現在の上院の議席は共和党 50、民主党 48 無党派 2（実

質は民主党）。民主党 50 vs 共和党 50 の構図。上院議長

は民主党の副大統領が務めるため、過半数を確保してい

るが通常は 60 票ないと成立しない。そのため、大型経

済対策は勢力が拮抗しているため成立が困難。そこで、

バイデンは過半数議席で承認できる財政調整措置とい

う制度により法案を成立させようとしている。これをや

ってしまうと、超党派による融和を目指したバイデン政

権の主張に反するため、共和党内には不信感も広がって

いる。結果として融和政策はうまくいかず政権対立が続

く可能性が高い。 
 

＜政権交代前後で変わらないこと＞ 

・保護主義的な政策→TPP 参加は望み薄 

・当面の対中国政策、ファーウェイ禁輸、台湾など 

・当面は増税なし 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２７名 ２０名 ７名 ８０.００％ 

前々回(2 月 4 日)欠席 9 名 Make up 1 名 ８２.６１％ 

 

 
 

 

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 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
 

 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2020～2021 
 会長・小林 正樹  幹事・神谷 直 会場監督・内藤 松雄 会報委員長・井元 雄一  

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『ロータリーは機会の扉を開く』 Rotary Opens Opportunities 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 第２５９０地区ガバナー 吉田 隆男 

井元 雄一会員  
ワンポイント 

エクササイズ 
 
「姿勢を伸ばそう」 

神谷 直 幹事 ワンポイントアドバイス 
  

「 地方の土地も相続財産です。 

名義変更を忘れずに！ 」  



・FRB の緩和的なスタンス 
 

＜政権交代前後で変わること＞ 

・目先はコロナ対策に全力 

・グリーン政策 

・規制強化の可能性、金融、SNS など 

・軍事費削減の可能性と社会保障増額 
 

＜当面の米国株動向は・・・＞ 

まずアメリカの個人所得はコロナがあってから減って

いるどころか逆に増加していっている。これは財政出

動があったから。続いて、米国の小売売上高も過去を

上回る勢いで推移してきている。これは景気判断に使

われる指標のひとつ。また住宅着工件数、許可件数も

増加しているので、これらを見ていくと景気が悪くな

っているということは言えず、むしろ株価も上昇し、

景気も改善、増加傾向である。特にバイデン政権は 4 年

間で 2 兆ドルのインフラ投資をすることを大統領選で

も公約しているので、議会への提出はこれからですが、

基本的には今後の米国の景気の先行きに対しては楽観

的な見方が大勢です。例えば変異したコロナウィルス

がとんでもなく悪いもので急激に蔓延して景気に打撃

を与えてしまう、ということでもない限りは、大丈夫

だろうという感じです。以上でお話を終わります。 
 

＜質疑応答＞ 

井元会員から質問 

「私たちは会社経営者ですから、米国の動向を見て、 

ビジネスとしてどのような取り組みをこれからしてい

くべきでしょうか。」 
 

荒井さまから回答 

「今は少なくともすぐに世界経済に対する投資が減少

して経済が悪くなっていくという状況ではなさそう。

台湾を守ると言っているが本当にやるのかどうか、な

どの地政学的なリスクは否めない。そういったことを

考えて経営判断や取り組みをしていかれるのがいいと

思います。」 
 

荒井さま、この度はコロナ禍の中、zoom での卓話には

不具合や不自由もあったと思いますが、丁寧にお話し

いただき本当にありがとうございました。 
 

ニコニコ報告   下條恵理子 親睦委員   
◆小川 湧三 様（川崎鷺沼 RC） 
お世話になります。  

◆坂野 正典 様（川崎鷺沼 RC） 
初めて参加をさせていただきます。 
どうぞよろしくお願い致します  

◆小林正樹会長・神谷 直幹事 
 卒業式のシーズンになってきました。コロナ禍にな
っても満開の桜が咲いてほしいものです。   

◆徳安久是会員 
 ムカダスさん、ご卒業おめでとうございます。一年

ありがとうございました。お時間がある時には是非
お足をお運び下さい。お待ちしています。  

◆ＳＡＡ一同 
本日の卓話「米国経済の見通し」を証券ジャパン外国
商品部長である荒井守様がして下さいます。楽しみに
しております。   

◆「みんなニコニコ」 

山本 剛 会員・島田 叔昌会員・若狭 滋則会員 

小泉 正博会員・市川 功一会員・宮崎玲児会員 

藤村 伸一会員・神林 久雄会員  

   

会長報告 小林 正樹 会長（３月１８日） 
  
１．地区より 2023-24 年度 ガバナーノミニー告知・ 

確定宣言が届いております。（以下抜粋） 
 
当地区指名委員会は、ＲＩ細則に基づき 2023-24年
度ガバナーノミニー候補者として、樋口 明氏 

（神奈川 RC）を指名、3 月 16 日付にて同君を国際
ロータリー第2590地区ガバナーノミニー被指名者
に確定したことをここに宣言致します。 

 
２．3 月 8 日会長･幹事会の報告 
 

３．Ｒ財団寄付の表彰品をお渡しいたします。 

・マルチプル・ポール・ハリスフェロー襟ピン： 

市川功一会員、鈴木次男会員、小林正樹会員 

・ポール・ハリスフェロー認証状と襟ピン： 

徳安久是会員・宮崎玲児会員 
 

４．地区より、次年度地区委員の委嘱状。 

 ・河合 束会員：地区ポリオプラス委員会副委員長 

 ・都倉八重子会員：米山学友委員会委員 
  

幹事報告 神谷  直 幹事（３月１８日）  
１．地区からの来信   

①本年度の地区大会は、コロナ禍の状況を鑑み、 

5 月 1 日(土) You Tube 配信に変更とのご案内 
 
②オンラインＲＬＩパートⅢ開催のご案内 

 日  時：2021 年４月１８日(日) 9：00-17：00 

 研修方法：オンラインでの少人数でのディスカッション形式   

２．他クラブ例会臨時変更  
●川崎 RC    3 月 11 日･18 日(木) 休会 

●川崎大師 RC 

3 月 10 日･17 日(水) 休会 ※3/24～例会再開予定  

●川崎中央 RC   

3 月 15 日(月) 休会    ※3/22～例会再開予定 

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  3 月 11 日･18 日(木) 休会 

●新川崎 RC   

3 月 10 日･17 日(水) 休会 ※3/24～例会再開予定 

●川崎西 RC   3 月 19 日(金)    休会 

●横浜南央 RC   

3 月 9 日･16 日(火)  休会  

※緊急事態宣言終了まで休会を延長 
 
３．来簡 

・川崎いのちの電話より、広報誌とセミナーの案内  

・中原消防団より、広報誌  ※回覧 
 

例会案内 ４月１日(木) 点鐘 12：30  於:精養軒 
卓話：㈱Strain代表取締役 鈴木麻里奈様 

「 耳から育てる子どもの未来とは 」 

ニコニコボックス 本日 14,000 円 累計 262,025 円 

記念日ニコニコ 本日 10,000 円 累計 75,000 円 


