
 
 
 
 
 
 
 

第 1757 回例会  

平成 25 年８月 19 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング       「我等の生業」 

３．ゲスト紹介 

野村證券（株）和歌山支店  

支店長 赤松 邦彦 様（和歌山 RC） 

米山記念奨学生 

アーマド・シャキル・ビン・アズミ 君 

４．出席報告 

会員総数 51 名 出席者数 34 名 

  出席率 66.67％ 前回修正出席率 75.00％ 

 

５．会長スピーチ     会長 小椋 孝一 君 

皆さんこんにちは、去る 8

月8日当クラブのメンバーの

田村健治さんが不慮の病気

で突然亡くなられました。ご

冥福をお祈りいたします。8

月 10 日(日)、11 日(月)のお

通夜と告別式には会員皆様

方の立札、お参りご苦労さま

でした。私と田村先生が知り

合いになったのは 18 年前当

クラブに入会からであります。先生とはゴルフを通じ

てお付き合いをさせてもらい年上の先輩にも関わら

ず、年下の人間に分け隔てなく接してくれた先生でし

た。何と大らかな人だとこのとき思いました。友人が

私に人間一寸先は闇、明日は我が身と言っていた事を

思い出しました。以前のスピーチでも言いましたが毎

日暑い日が続いていますので、自分なりに体の管理に

気をつけて頂き水分補給や睡眠を沢山取るように心

がけて下さい。 

次に 8 月 5 日（月）2640 地区久保治雄ガバナーの

公式訪問にはメンバー各位には、夜間例会にも関わら

ず最後まで協力ありがとう御座いました。 

今月は会員増強および拡大月間でありますので会

員増強委員会の皆様よろしくお願い致します。 

米山奨学生のアーマド・シャキル・ビン・アズミ君

ようこそ出席して下さいました。 

本日のゲスト卓話は、野村証券(株)和歌山支店の赤

松支店長様にお願いしています。赤松様は、和歌山ロ

ータリークラブの会員であります。本日、卓話よろし

くお願いいたします。 

 

６．幹事報告         幹事 大谷  徹 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山西ＲＣ 9 月 18 日(水)→9月 19 日(木) 

18:00～ 「華新」和歌山市吉田 

夜間例会（ゴルフコンペ懇親会） 

 
７．米山奨学金の贈呈 
米山記念奨学生のアーマド・シャキル・ビン・アズ

ミ君に 8 月の奨学金を手渡しました。 
 
８．ゲスト卓話 

「アベノミクスと株価・日本経済の行方」 

野村證券（株）和歌山支店長 赤松 邦彦 様 
今後の日本経済と株価につ

いて、様々な材料を踏まえな

がらシナリオ別に検証したい

と思います。 
政府は「アベノミクス」の

三本の矢の政策である「大胆

な金融政策」「機動的な財政政

策」「民間投資を喚起する成長

戦略」を実行することにより、

消費者物価で見て目標とする 2％のインフレ率と、平

均的に 2％の実質ＧＤＰ成長率の「ベストシナリオ」

実現を目指しています。それに対して、内外の様々な

金融・経済・政治情勢がこの日本の行方を左右すると

思われます。 
世界経済は成長を続けると予想します。米国は底堅

く推移し、ユーロ圏の景気低迷は続くもののマイナス

からゼロ成長へ、中国経済は大きな混乱は免れると見

ています。 
米国の金融緩和解除のタイミングがマーケットに

与える影響について懸念されていますが、大きな下落

とはならないと予想します。企業業績は着実に増加し

今後についても過去最高益を更新していくことが見

込まれます。 
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ユーロ圏の経済は、二極化が進行しているものの何

か問題が起きれば政策当局が対応するとの安心感が

景気動向に反して市場安定化に寄与しています。 
中国経済に関しては、シャドーバンキングといった

地方政府の債務残高がリスク要因の一つとして話題

になっています。地方政府の残高は統計がありません

ので見えにくい部分ですが、関連企業の借り入れ等を

集計すると、中央政府の債務と併せても対名目ＧＤＰ

比 3 割程度で、過剰感は限定的です。中国経済は不動

産市場の過熱感や供給過剰体質による在庫の過剰な

積みあがりといった問題を抱えているため、過去と比

べれば控えめで安定的な経済成長を目指し、更なる加

熱を抑制する方針と見られ、軟着陸の可能性が高いと

思われます。 
日本の株式市場は、東日本大震災以降貿易赤字が定

着し、これが円安傾向に大きく働いています。昨年

11 月以降外国人投資家の買い越しは 10 兆円に迫り、

その間、国内の金融機関と個人は売り越しです。再度

買いに向かう資金はプールされています。日本企業の

業績は過去のピークである 2007年の水準を 100とし

た場合に、昨年度は 76.5、今期は 105.7、来期は 113.5
の水準まで増加すると予想しており、業績の戻りと比

べると株価の割安感が目立ちます。 
財政政策と金融政策のみでは、政府が目標として掲

げるＧＤＰとインフレ率の 2％以上とう目標の達成

はハードルが高いと思われますので、第三の矢である

「民間投資を喚起する成長戦略」の成否が鍵を握ると

思われます。これが成功する、もしくは成功に向けて

進捗するという状況が見られれば、割安感のある日本

の株式市場にとって追い風になるものと思われます。 
以上のような状況から、野村證券では日経平均で年

末 18,000 円、今後 5 年程度で 25,000 円という水準

を予想しています。 
 

９.閉会点鐘 

 
次回例会 

第 1758 回例会 25 年 8 月 25 日(月) 
海南商工会議所 ４F 12：30～ 
新入会員卓話 綛田 さよ志 さん 

 
 
         訃   報 
去る、８月８日に会員の田村 健治様

が逝去されました。会員一同、謹んで

お悔やみ申し上げますとともに心より

ご冥福をお祈りいたします。 
 

ロータリーとつながろう 
 

世界各地の話題は、ロータリーのブログ

「Rotary Voices 」をご覧ください。 

 
 
 

 
 
 

Happy birthday 

 
 
☺会員誕生日 

  ５日 上野山 雅也君  ２３日 上中 嗣郎君 
 １１日 宮田 貞三君   ２３日 重光 孝義君 
 ２１日 吉川 博之君    
☺奥様誕生日 

  ９日 桑添 養子様   １７日 中村 友紀様 
☺一般ニコニコ 

小椋 孝一 君  毎日、暑い日が続くので会員の皆

様におかれましては、体調管理に

充分、気をつけて下さい。また、

８月 15 日の紀美野夏祭りの花火

は大変きれいでした。よろしけれ

ば、来年見に来て下さい。 

寺下  卓 君  赤松支店長様、有難うございます。 

理事会の残金   

 

 

 

2015-16 年度会長にラビンドラン氏を選出 
コロンボ ロータリークラブ

（スリランカ）の会員、K.R. "

ラビ" ラビンドラン氏が、指名委

員会により 2015-16 年度国際ロ

ータリー会長に選出されました。

10 月 1 日までに対抗候補者が出

ない限り、ラビンドラン氏が会長

ノミニーとなります。 

会員増強がロータリーにおけ

る最優先課題であると考えるラビンドラン氏は、「会

員増強を図る上で、今後も若い世代を重視するととも

に、経験豊富な退職者にも入会してもらわなくてはな

りません。一つの方法で、世界中の会員問題に対処す

ることはできないという認識に立ち、地域別の会員増

強計画を立てたのは適切であると思います」と述べて

います。さらに、アインシュタインが『同じことを繰

り返しながら、違う結果を望むことを、狂気という』

と言ったように、ロータリーの従来の方法は、良い結

果を生みませんでした。今回の地域別会員増強計画で、

世界が 22 の地域に分けられ、それぞれの地域にあっ

た計画が実行されていることをうれしく思っていま

す。「ロータリーが与えてきたインパクトを人々に理

解してもらえるよう、ロータリアンが、特にソーシャ

ルメディアを通じて、一貫性のあるかたちで、ロータ

リー・ストーリーを伝えていかなければなりません」

「私たちのアイデンティティは、シンプルで、ロータ

リーの中核となる価値観に基づいたものであり、しか

も、ロータリアン以外にも分かりやすいものでなけれ

ばならないと思います」と述べました。 

会報委員会    委員長 ： 岸 友子    副委員長 ： 田中 祥秀   委員 ： 角谷 太基 朝井 修 土井 元司  吉田 昌生


