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第 58巻第 25号 通巻第 2758号 

第 2772回 例会 

2017年（平成 29年）3月２８日 
12:30点鐘 東金商工会館 4階 例会場 

 

2016～2017年度 
国際ロータリーテーマ 

人類に奉仕するロータリー 
国際ロータリー会長    ジョン F. ジャーム 
 
第 2790地区ガバナー  青 木 貞 雄 
第 6分区ガバナー補佐  河 野 知 宏 

会長 小 林 信 雄 
〃      幹事 秋 葉 芳 秀 
〃   広報委員長 長 尾 邦 俊 

 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

小林 信雄 会長 

「それでこそロータリー」 

秋葉 芳秀 幹事 

かくじゅう 

小林 信雄 会長 

秋葉  芳秀 幹事 

秋葉 芳秀 幹事 

親睦委員会 

管理運営委員会 

小林 信雄 会長 
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会長挨拶 

小林 信雄 会長 
ロータリーは幸せを拾う所です。また、人に

幸せを与えるところであります。今日はロータ
リーの多様性についてお話しいたします。多様
性とは、多種多様つまり種類が多くさまざまな
性質のことで、国際社会の多様性には、民族の
多様性、宗教上の多様性、国家間の多様性など
があり、そこに諸問題があって、各国政府は問
題解決の打つ手がありません。対話をすること
しかありません。 
その多様化・多様性を作り上げたものは業績

主義社会の成立であるとのことです。要するに
業績主義がグローバル化を生み、そこから発生
する諸問題を政治が解決できない。そのため各
個人が自分で解決するよう厳しく求められ、解
決できなければ、おそらく落伍者の烙印を押さ
れることになる。これを恐怖・不安に感じる人々
が「自分に見えない敵」を探し、創りあげて敵
の所為（せい）にして自尊心を取り戻そうとす
る。と言うことなのだそうです。そのように新
聞に掲載されておりました。 
敵を叩くことを待望する。社会全体に拡散す

る。政治家の示す「安全保障化」やそれに類す
る政策などはその現今の代表例である。しかし

これは逆効果です。敵がどんどん増えていく。
ヨーロッパの移民排除などは利敵行為にすぎな
いのだそうです。そこから道徳的義務の領域の
縮小が起こり、他宗教の排斥と国家を正当化し
ようとする。移民の非人間化が行われる。 
日本の国家、地方行政、地域社会、そしてわ

れわれロータリー地区・クラブの全部の内部で
多様化傾向にあります。グローバル化の影響で
しょうか。ここでは未だ敵を作り上げて少数派
を攻撃するところの例はありませんが、これを
どのように自分と違った人たちと向き合ってい
けるか、これがロータリーの強化につながって
いくのだと思います。しかし他者との本心から
の言葉での対話以外に見つかっていない中で何
を、どのように見つめればよいのでしょうか。
対話は説得ではありません。説得とは相手の考
えを捨てさせることです。 
以下の①～④に示すように、より具体的に直

観的にわかるような形や実態を備えて、そのう
えで地域社会の人々に接すればロータリークラ
ブ及びロータリアンをより強くまた数多く結び
つけることが出来るものと思われます。 
①多様性の中の心をひきつける統一的魅力の
確立～ロータリアン個人の行為・行動～ 

②穏健的他者・他派（集団）への対応 
③心から広く、よく人を受け入れるための 
学習、実践 

④独自のブランド表象確立 
 
ロータリーは特に、退会者を含めた個人の行

動・行為というものが厳しく注目されます。そ
こから、魅力的な側面も出てくるのだろうと思
います。 

 
 
 

第 2771回 例会の記録＜3月 14日＞ 
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幹事報告 

 
秋葉 芳秀 幹事 

○来週の例会はお休みです 
○4月 4日奨学生をお招きしたいと思います 
○4 月 11 日成田空港南ＲＣとの合同例会です。
懇親会は鈴木会員にお骨折りいただき、クラ
リネットの演奏があります 

親睦委員長より 

並木 孝治 親睦委員長 
5 月 14 日か 21 日親睦家族旅行を予定します。
場所は米山記念館と、花鳥苑です 
 

卓話  
多大なるプレッシャーをかけられていまして、

時間がもつか心配ですが、現在の金融マーケッ
トの資料を基にお話させていただきます。 

 
渋谷 章男 会員 

過去のチャート 

株価：日経平均 2 万円を切ったあたりの前後 
現在は若干右肩上がり 
為替：安倍政権の頃から為替相場は 120円前後 
年末株価は 5年連続上昇 
背景は日銀の金融緩和とアベノミクス 

金 融 政 策 

マイナス金利政策 
2016年マイナス金利  
長・短金利も抑えられている。 
国債だけでなく、株を買うことで日銀が市場を
下支えしている。 
保険料の引き上げ、運用利回りを引き下げ 

➔4月以降は保険の商品性の見直しか 

政 策 の 見 通 し 

2018 年まで 物価上昇率が 2％を超えるまでは
金融緩和を続ける 
2017年 3月現在からみると 1年は金融緩和が続
くとみている人が多い 
2016年は 8兆円の大型経済政策 
2020年に向けた経済好循環に向けた経済成長へ
のエンジン 
企業の業績拡大➔投資拡大➔雇用賃金拡大➔消
費が拡大といった循環イメージ 
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ＧＤＰ600兆円 
子育て支援 
介護離職をないように「一億層活躍社会」 
財政の健全化とのせめぎ合い 
アメリカの経済学者の説を唱え「財政は健全化
する必要なし」 
国の借金を今後どうするのか？は課題 

経済に影響のある今後のイベント 

2017年度 東京都議会選挙  
2018年 4月 黒田日銀総裁の任期満了 交替 
9 月 安倍首相自民総裁の任期終了 三期目に
行くのでは 
2020年 東京オリンピック・パラリンピック 

課 題 と 注目される業界 

少子高齢化 労働力不足  
働き方改革 女性・高齢者の雇用  
ロボットや人工知能に頼る  
ビッグデータの活用による効率的な販売など 
がテーマ 
ロボット関連 ＩＴ関連銘柄が  

株式市場で注目されている 

日 本 株 式 

効果：アメリカの景気拡大  
アメリカマーケットの利上げ 
➔ドルが買われる（円安） 
➔日本の輸出が好況に（自動車関係など） 

 

国 内 景 気 

緩やかな成長が見込まれる 
日本全体では実質ＧＤＰは若干プラスになるの
ではないか 
物価への影響要素 原油価格と円安賃金 

為 替 と 株 式 

2017年度の企業の決算は過去最高益の見通し 
円高から 115円まで戻っている 
輸出企業は為替のおかげで高益 
来年度は世界景気が回復 
日本株式はアメリカと比べると割安感 
ＮＹダウ 2万ドル超えて最高値 
日本株は低迷➔まだまだ買えるのではないか 

リスク要因 

新興国リスク：新興国の景気がどうなるか 
資源価格の動向次第 
（鉄鉱石や原油価格などが下落➔新興国が潤
わない） 

まとめ 

日本株式は堅調な推移をするだろう 
 

出席率  ３月１４日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１７名 ７６．４６％ ２，２２０円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の
場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・
ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メーキャ
ップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 
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