
 
 
 
 
 
 
 

第 1690 回例会  

平成 24 年 2 月 6 日(月) 
18：30～ 海南商工会議所 ４Ｆ 
夜間例会 お誕生日、結婚記念のお祝い 

 

１．開会点鐘       

２．国歌斉唱         「君が代」 

３．ロータリーソング     「奉仕の理想」 

４．出席報告 

会員総数 59 名 出席者数 41 名 

  出席率 69.49％ 前回修正出席率 72.88％ 

 

５．会長スピーチ      会長 田村 健治 君 

皆さん、こんばんは。2 月

に入りました。今月の月間テ

ーマは「世界理解月間」です。 

今年の冬は、例年以上に寒

く、各地で雪の被害が伝えら

れています。この大雪も、地

球温暖化により北極の氷が溶

けて、偏西風の風向きが変わ

ったことが最大の原因と先週

テレビで解説していました。 

それと、日本の電機業界が軒並み大赤字を出したと

いうニュースが流れました。あの日本が誇るパナソニ

ックやソニーです。長く続く円高と韓国企業の台頭が

原因のようです。どちらも底力のある会社ですから、

きっと立ち直ってくれるでしょう。皆さんの中には株

式取引をやっている方も相当おられると思いますが、

アメリカの市場関係者の間では新年の風物詩となっ

ているバイロンウィーン氏の｢びっくり 10 大予想｣が

今年も発表されました｡内容は以下の通りです。 

１.原油価格が l バレル 85 ドル以下に下落。（2011

年末 99.50 ドル） 

2.株式指数 S&P は 1,400 以上。（2011 年末 1257.6） 

3.米実質成長率は 3％超､失業率は 8％未満に低下。

（2011 年末時点で失業率 8.5％） 

4.大統領選でオバマ氏は下院でロムニー氏に勝利す

るが､上院では敗北。 

5.欧州は最終的に長期解決策を発表｡ギリシャとイ

タリアが債務再編。 

6.主要金融機関へのハッカー攻撃。 

7.スカンジナビアやオーストラリア､シンガポール､

韓国など｢自国通貨を懸命に管理している｣と思わ  

れる通貨が買われる。 

8.米議会が 10 年間で債務を 1 兆 2000 億ドル削減す

ることで合意。 

9.シリアのアサド大統領が更迭。 

10.中国､インド､ブラジルの株価指数が 15～20％上

昇。 

これらの予想をしたバイロンウィーン氏ですが、モ

ルガンスタンレーのストラデジストだった 1986 年か

らこの予想を続けており、その予想は半分ぐらいが的

中すると言われております。ちなみに昨年 2011 年の

びっくり 10 大予想は４勝４敗２分という結果で、的

中したのが金と人民元の上昇、米住宅市場の好転、そ

して米軍のアフガニスタン撤退でした。今年の予想も

昨年と同様、具体的な数字を示したものが多くありま

すので、それが的中するかに注目が集まりそうです。 

また、今年はこの 10 大予想以外にも番外編として他

にもいくつかあげられております｡その中で注目すべ

きは米国債 10 年物利回りが 4％まで上昇するという

予想と金価格が 1,800 ﾄﾞﾉﾚに回帰するという予想で

す。中国が米国債をはじめとした先進国の国債を売り､

現物資産に投資するということと､世界の金融緩和策

が個人投資家と SWF(政府系ファンド)を現物投資に

向かわせるということが主な理由となっています｡今

年､もし彼の予想通りになるのであれば､ユーロ安に

歯止めがかかり、市場は再びドル安､そしてインフレ

へ｡そうなれば､世の中のマネーがモノに流れてくる

ことは容易に考えられます。今年の彼の勝率がどれく

らいになるのか､注目されてみてはいかがでしょうか。 
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６．幹事報告         幹事 山畑 弥生 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山東 RC    2 月 23 日(木)→2月 24 日(金) 

 紀州南部ロイヤルホテル 
（友好クラブの松本空港ロータリークラブ合同例会） 

和歌山南 RC    2 月 24 日(金)→2月 23 日(木) 

 ダイワロイネットホテル 

（新会員歓迎夜間例会） 

和歌山北 RC    2 月 27 日(月)→2月 27 日(月) 

 三ハ波（和歌山市黒田） 

○地区大会のご案内 
 2012 年 4 月 7 日(土) リーガーロイヤルホテル堺 
            会長・幹事参加 
 2012 年 4 月 8 日(日) 国際障害者交流センター 
            会員、ご家族参加 
登録の締め切りは、3 月４日でとさせていただきま

す。多数のご参加をお願いします。 
 
７．委員会報告 
○ロータリー財団委員会     委員長 阪口 洋一君 
 ロータリーカード

加入のご案内とお願

いです。国際ロータリ

ーでは、よりよき世界

のためにクレジット

カード・プログラムを

実施しています。この

カードを使って買い物をすると、その金額の 0.3%が

会員の負担なしにロータリー財団に寄付されます。さ

らに、ゴールドカードの場合は年会費のうち 3,000

円が財団に寄付されます。2000 年にアメリカで初め

て導入されたロータリーカードはそのほかの国でも

導入されるようになり、現在はポリオ撲滅活動に役立

てられています。現在日本で発行されているロータリ

ーカードには、年会費 10,500 円の「Gold Master 
Card」と年会費無料の「Standard Master Card」の

2 種類があり、カードの発行枚数も現在、約 5,800 枚

になりました。 
 買い物は勿論、年会費無料のＥＴＣカードや、公共

料金の支払いなど、ロータリーカードは、さまざまな

シーンで利用できます。さらに、ロータリー財団の支

援だけでなく、カード所有者本人にも特典がつき、「暮

らスマイル」ポイントがたまるプログラムにも参加で

き、1,000 ポイントが 5,000 円分として、個人の年次

寄付に交換可能です。ご検討ください。 
 
８．米山功労者表彰 
  マルチプル表彰 柳生 享男 君 
 

９．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1691 回例会 平成 24 年 2 月 13 日(月) 
     12：30～ 海南商工会議所 ４Ｆ 

   会員卓話 口井 健司 君 

 
 
 
 

 
 
○会員誕生日 
１１日 土井 元司君  １４日 横出  廣君 
１１日 楠部 賢計君  ２１日 木地 義和君 

○奥様・旦那様誕生日 
７日  奥村 智子様 

○結婚記念日 
  ４日 平尾 寧章君  １４日 谷脇 良樹君 
１５日 金川 龍一君  １６日 上野山 雅也君 

○一般ニコニコ 
 中村 俊之君  子供が生まれました。お祝い有難

うございます。 
深谷 政男君  木地さんと釣りに行き、大漁でした。 
木地 義和君  楽しく釣りができました。 
 
 

 

 

地域独自の 

ロータリー創立記念イベントを 
ロータリーの 107 周年記念日にあたる 2 月 23 日の

週には、世界各地で記念イベントが予定されています。 

英国のグランサム ロータリークラブは、1990 年以来、

この水泳イベントを毎年実施しています。2 月 25 日

に、2,355 人が水泳でギネス世界記録に挑戦します。

この記録は、1時間にどれだけの長さを泳げるかが焦

点となり、全員が少なくとも 100 メートルを泳ぐこと

になっています。現在、78 クラブがこの行事への参

加を表明しています。「世界記録など、最初は冗談の

つもりだった。でも、今では準備が整い、実現が可能

だと思えるようになった」と話し、ポリオ撲滅支援の

ために、さらに多くの人に参加してもらいたいと語気

を強めます。英国、オランダ、米国のロータリアンは、

デリー（インド）で開かれるポリオサミット（2月 25

～26 日）を前に、同国での全国予防接種日の活動に

ボランティアとして参加する予定です。パキスタンで

は、ザルダリ大統領の娘であり、同国のポリオ撲滅大

使として活躍するアシーファ・ブット・ザルダリさん

が、新たな「This Close（あと少し）」キャンペーン

の顔として登場します。さらに、2月23日の週に、「END 

POLIO NOW（今こそポリオ撲滅のとき）」のロゴが、世

界各地の有名建造物にライトアップされる予定です。

今年は、カラチのフレア・ホールとラホールの WAPDA

政府ビル（パキスタン）、「赤い城」として知られるイ

ンドのアーグラ城塞、メルボルン（オーストラリア）

のフェデレーション・スクエア、サンフアン（プエル

トリコ）の市庁舎、そして日本では、東京の六本木ヒ

ルズにイルミネーションが照らし出されます。 

会報委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：千賀 知起  委員：朝井 修  奥村 匡敏  大谷 徹


