
◇ 国際ロータリー会長

Wilfrid J.Wilkinson ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞJ.ｳｲﾙｷﾝｿﾝ

（ｶﾅﾀﾞ.ﾄﾚﾝﾄンRC)

◇ 国際ロータリー第2780地区ガバナー

小佐野 圭 三 (横須賀RC)

◇ 国際ロータリー第2780地区第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 渡 辺 治 夫 (横須賀RC)

◇ 三浦ロータリークラブ

会 長 鈴 木 正 孝

副会長 吉 田 重 穂

会長ﾉﾐﾆｰ 鈴 木 康 仁

幹 事 芹 川 直 行

◇ 会報.雑誌 .IT委員会

委員長 加 藤 文 幸

副委員長 内 騰 隆 之

委 員 星 野 雄

◇ 例会日 毎 週 木曜日１２ 時３０ 分点鐘

◇ 例会場 三浦商工会議 ３ 階 ホール

◇ 例会場所＆事務所住所
〒238-0243三浦市三崎2丁目22番16号

◇ Tel 046(881)5111 * Fax 046(881)3346

◇ Website * http://www.miura-rc.jp

◇

点 鐘 １２時３０分

◇ロータリーソング『それでこそロータリー』

◇ゲスト・ビジター紹介

『なし』

◇ 鈴木正孝会長

福田内閣が発足してこれから

の国政はどうなるのでしょうか？

先週、鈴木康仁さんがお見え

にならなかったので今日改めて

吉田重穂さん共々農薬まみれに

なっての畠の手入れ、ご苦労様

でした御礼申し上げます。

◇ 芹川直行幹事

※ロータリー友

※クラブ計画書 横須賀西ロー

タリークラブ

※赤い羽根共同募金への協力に

ついて（お願い）

◇ 岩野 整委員長

会員総数３１名 本日出席１６名

本日欠席１２名 出席率 57.1％

ＭＡＫＥ ＵＰ

鈴木正孝会員 芹川会員 吉田重

穂会員 鈴木康仁会員 本山会員

加藤会員 川﨑会員 笠倉会員

秋本会員 柳澤会員 星野雄会員

高木会員

により出席率は１００％となります。

◇ 本山 誠副委員長

鈴木康仁 1,000円 前回欠席の

お詫び。

岩野 整 1,000円 加藤さん写

真有り難う御座います。

笠倉正弘 1,000円 柳澤さん初

の卓話期待しています。先

週欠席のお詫びも有り。

星野 雄 1,000円 柳澤さん卓

話楽しみにしています。

加藤さん写真有難うございました。

村山智城 4,000円 連休のお詫び。
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10月開催予定の三浦市内身障者「いも掘り大会」の準

備に「いも畠」の消毒に奮闘する鈴木社会奉仕委員長



笠倉正弘 1,000円 財団BOX

村山智城 2,000円 財団BOX

笠倉正弘 1,000円 米山BOX

村山智城 2,000円 米山BOX

村山智城 2,000円 周年BOX

本 日 前回迄 累 計

ニコニコ 8,000円 140,000円 148,000円

財 団 3,000円 32,000円 35,000円

米 山 3,000円 32,000円 35,000円

周 年 2,000円 8,000円 10,000円

ポ リ オ 0円 13,000円 13,000円

計 16,000円 225,000円 241,000円

◇ 鈴木康仁社会奉仕委員長

社会奉仕委員会からのお知

らせです。１０月１８日は

「いも掘り例会」を行います

ので９時には畠にご集合願い

ます。

当クラブの唯一の大きなイ

ベントでございますので出来

るだけ大勢の方のご出席をお

願い致します。

つきましては、１両日前の「つる刈り」の作業を１

６日に行ないたいと思います。つる刈りの作業も結構

大変な作業なので、刈り取った雑草は、昨年同様、阪

本商店に依頼して処分する予定ですが、何分大変な作

業でして沢山の方の手が必要です。予備日も翌１７日

にしておかないと１８日の本番に間に合わなくなりま

す。そこで、早朝７時３０分から作業に入りたいと思

いますので、万障ご都合をつけて頂きご参加下さいま

すようお願い申し上げます。

尚、先ほどお芋の様子も見て参りましたが、結構大き

くなっており、しわしわの白い大きな芋が出来ていま

した。先日吉田重穂会員に助けて貰い薬など購入して

消毒した効果が出てきております。それから育った綺

麗なつるに新しい若芽が吹いており、新芽は虫喰いは

ありませんでした。

１０月１６～１８日の「いも掘り大会」に向けての作業

へ沢山の皆様のご参加をお願い申し上げます。

◇ 秋本清道前年度会長

2006～2007年度の地区の決

算報告が９月25日藤沢産業貿

易センターでありまして参加

して聞いてまいりました。

昨年もゴタゴタしたようで

すが、今年は今までに無くス

ムーズに行きませんで、不明

朗な部分が出て参りました。

結論では昨年度の出入につ

いての単年度決算は承認する事になりました。

ただ、表現がおかしい点とか、今まで残ったお金が

不明な点とか、書式がおかしい処とかが多々ありまし

て、今年度に引き継ぐ書類に入れてくれると言う事で

了承致しました。

ただ、小田原で行なわれました地区大会での剰余金

が、なんと９９７万円も有ったそうです。これは一般

会計に繰り入れられると言う事ですが決算書には記載

されていないのは如何いう事かなど色々な事が出てお

りました。又、地区大会は別会計と言うことで、そん

なに残るなら負担金を安くして欲しい等の意見も出た

り、質問攻めになっており、言い訳が言い訳にならず

混乱しておりました。この様に、大会役員の中でも総

て掌握されておらず、資金が今幾ら残っているのか、

後日詳細な説明が提示されると言うことで帰ってまい

りました。

昨年、星野年度の中田ガバナーの時の地区大会で残っ

たお金を危機管理準備金として繰り入れしておりまし

た資金が670万円計上されていたのですが、これは処

理が不味いと言うことで棚上げになっています。この

棚上げになっている670万も何処にも出てこないので、

何をやっているのかなと言う事で、正しくなった決算

書で改めて説明があると思います。以上です！

◇ 笠倉正弘拡大増強委員長

卓話の時間に食い込んでしま

いましたが、拡大増強委員長と

して、鈴木年度になって三ヶ月

経ちましたが、自分自身の動き

で会員獲得が出来ておりません。

先般、鈴木会長、秋本会員と

青年会議所の４５周年ＯＢとの

合同記念例会に出席して参りま

した。その事は会長から話があっ

たと思いますが、その後、青年会議所ＯＢのリストを

ＪＣの手帳からコピーして会長にこれから如何するか

アドバイスを頂きたい。自分としてはＪＣの名簿だけ

では過去に当たってなかなかダメだった方もいますし、

それだけでは資料としては足りないので、それはそれ

で会長に検討して貰って、そのほかにどなたか有望な

予定者が居りましたら私にぜひ言ってもらい、とにか

く気持ちばかりあせりまして実際には動いていないと

言う事で、何かのきっかけを作って頂きたいなと思っ

ています。

もう三ヶ月経ちましたので、そろそろ動きをして行

かないとまずいのではないのかな思っていますので、

次の理事会以降に具体的なものを作っていただいて、

自分は逃げる訳ではないですけど、そのような動きを

作って欲しいなと思っております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
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◇ 柳澤克臣 会員

初めての卓話ですので、まず自己紹介をします。家

族は千葉県柏市に住んでいます。家内と子供二人です。

上の子供は女の子で大学3年生、下の子供は男の子

で高校3年生です。下の子は受験生ですが、受験生が

こんな事でいいのかと言う位のんびりしています。

生年月日は昭和２８年１２月２日、愛知県生まれです。

地理的に言うと織田信長の鉄砲隊と武田信玄の騎馬

隊が戦った長篠の戦いのあった所、ブッポソウで有名

な鳳来寺山の更に奥の東栄町という所です。子供の頃

は山の中で育ったので海の近くに住むことに憧れてい

ました。今は単身赴任で三浦海岸に住んで、毎日では

ないですが朝5時頃から海岸を散歩しています。4月、

芹川先生に健康診断をしていただいた時は血圧が高め

でしたので、できるだけ歩く様にしています。

大学は東京にでてきました。大学には行きましたが

勉強はほとんどせずに、大学の正門から入り、構内を

横切り、そのまま裏門から出て雀荘に直行する日がほ

とんどでした。卒業後、三洋証券に入社しました。三

洋証券も山一證券と同じ年に倒産してしまい、その後、

生命保険会社に4年程勤めたあと今の三木証券に就職

し6年がたちました。趣味は家庭菜園とゴルフです。

ナス、トマト、ジャガイモは作ってきましたが、サツ

マイモは作ったことが無く、サツマイモ畑の世話もけっ

こう楽しんでやらしてもらっています。ゴルフは始め

てから長いのですが一向に上手くならず、練習場で

「これだ」と開眼するのですが、コースに行くと「さっ

ぱりだめ」という状況が続いています。

三洋証券の時は、横浜支店に新入社員として配属に

なり６年勤務し、大阪の千里中央支店で４年、そのあ

と池袋支店で３年勤務、茅ヶ崎支店で同じく３年勤務、

大阪難波支店で２年勤務、柏支店で２年勤務と関西と

関東を行ったり来たりしていました。家族も一緒に行っ

ていましたので、上の子は小学校を３回転校させまし

た。親の都合でかわいそうな事をしたと思いますが、

いまになってみると友達があちこちにいて結構楽しん

でいるようです。

三洋時代で一番思い出すのは、大阪難波支店時代の

事です。損失補てんが問題になっていた時代で、年末

の２０日頃から暴力団風の人が、あるお客さんの代理

だといって１週間毎日支店に来て、｢損した分何とか

せえ。｣と言われたのですが「出来ない。」とお答え

し帰ってもらいました。年が明けて１月４日に出社す

ると玄関の大きなガラスが割られていた事がありまし

た。

同じく難波支店時代に阪神大震災がありました。

当時、奈良の生駒に住んでいて、その朝５時４５分頃、

歯磨きをしていた時立っていられない程揺れました。

大きな地震だと思ってすぐにテレビを見たのですが、

「神戸地方に大きな地震があったが被害の程度は判ら

ない」と言っていたので、普段どおり近鉄電車で会社

まで行きました。少し遅れている位で電車は走ってい

ました。しかし、なかなか社員が出社してこなくて、

というのはほとんどの電車が動いていなくて、テレビ

を見て大変な事になっている事がわかりました。金庫

の鍵を持っている総務課長が神戸に近い西宮の社員寮

に住んでいて電車が動くまで会社に来れず、やっとお

昼に出社して金庫を開けたという状態でした。神戸の

お客さまも何人かいて、家が焼けて印鑑も無いお客様

には当座の生活費位をサインだけで出金したケースも

ありました。ほとんど廃虚の町を短期間で復興させた

人間のバイタリティーを強く感じました。

生保ではおばちゃん部隊をあやつる支部長をやって

いました。生保の社員は２０歳台から７０歳台までと

幅広い年齢層で、若い社員と長く話していると、ベテ

ランから「支部長は若い子をひいきにしている。」と

つつかれ、ベテランを大事にしないと契約は取れない

し、女性軍団をまとめるのは大変でした。

次にロータリーとの関わりですが、初めてロータリー

を知ったのは15年位前になります。茅ヶ崎支店の時に

茅ヶ崎湘南ロータリークラブに入れていただきました。

その頃の活動では浜降祭の早朝、海岸のゴミ拾いを

した事を覚えています。例会で、君が代とロータリー

ソングを歌う時、松宮さんが指揮をしながら大きな声、

それもとても大きな声で歌っていた事が印象に残って

います。私も 初は口をパクパクしていただけでした

が次第に松宮さんに引き込まれ大きい声で歌うように

しました。ロータリーの友に「ロータリーソングを歌

う事により、これから例会を始めるという気持ちの切

り替えになる」と書いてあった様に思うのですが、そ

ういう気持ちで歌うとまた違うものだなと思いました。

ロータリアンはまず例会に出席せよとありますが、

今期はSAAという事で食事の数が間に合うのかどうか

心配で出席率は良くなると思います。

ロータリーの友に「新樹の声」という入会3年未満

の会員の声が載っていました。ロータリーは奉仕の団

体というイメージがあるが、いざ入会してギャップが

あると書かれていました。私はボランティアなら他に

色々団体はあるし、生意気かもしれませんが、ロータ

リーはロータリーで出来る事をやっていけばいいので
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はないかと思います。ウォーナンブールの派遣学生の

話を聞いて、米山奨学金制度がああいう学生の為に大

事な事業であり、三浦ロータリーのサツマイモ栽培も

会員が参加出来て、継続できる事業、といってあまり

負担にならず、自分の仕事が疎かにならない事業とし

ていいのではないかと思います。新しいことを始める

のは大変ですが、三浦をアピールする事業があればい

いと思います。

株について話をします。株は短期では儲かりません。

今は手数料の安いネット証券を使ってデイトレイダー

が活躍しています。証券会社を辞めた人が多く半玄人

であり、儲かっても損してもその日のうちに決済して

しまい、常にパソコンに張り付いて居なければ出来な

い売買です。そういう人たちと同じ様にやる事は出来

ません。株で儲けるには時間がかかります。汗をかか

ないのだから時間をかける、時間をかけるという事は

長期保有という事です。

今注目されていない銘柄を買ってじっくり持つ事が

株で儲けるコツです。

新内閣と株式市場について。福田首相は現在７１歳、

父親の赳夫氏も首相就任時が７１歳、赳夫氏が就任し

た年は日経平均が２パーセント上昇、２年目は２３パー

セント上昇しており、今年は期待できなくても来年は

上昇が期待できます。参議院選挙一人区で完敗した事

もあり、「格差是正」の下に「ばらまき」路線が浮上

してきているようです。来年度予算概算要求において、

各省庁は目一杯に公共事業を上積みしているとの事で

す。またアジアを重視した政策をとれば、建設機械、

商社、海運、鉄鋼が注目されそうです。話題として福

田首相がかつて勤めたコスモ石油 (当時は丸善石油)

です。

内閣の支持率が大きく落ちた後の政権で、これ以上

悪くなり様がなく、安倍内閣の後の福田内閣は、期待

度が低い分、政策次第では株価が大きく上昇する可能

性もあります。解散・総選挙は来年春以降になる見通

しであり株式市場にはプラスです。

米サブプライム問題は少し落ち着いてきていますが、

金融機関のサブプライムローンの残高、評価損が明ら

かになるのは１０月中旬で、しばらくくすぶり続ける

と思いますが、 悪期は脱したと思います。このサブ

プライム問題をきっかけに世界の投資資金がペーパー

資産(証券)から実物資産(商品)にシフトして原油、金、

穀物などの商品相場が急騰しています。 原油先物は

８０ドルを超え、金も７００ドルを超え史上 高値の

７２１ドルを抜く勢いです。原油価格の上昇によりオ

イルマネーは増えつづけ、２００５年は９０００億ド

ル、２００６年は１兆ドルを超え、今年は更に増えて

います。 近のニュースで、アラブ首長国連邦(UAE)

がコスモ石油に資本参加という、今までのファンドを

経由した運用から直接投資にスタンスを替えてきてお

りケタ違いの大きい資金が日本企業を買収する可能性

もあります。

原油高によりガソリンに代わるバイオエタノールの

生産が増えています。アメリカなどでは小麦からトウ

モロコシやサトウキビへの転作が進み、小麦の価格が

今年の初めに比べ８割以上も値上がりし、カップラー

メンも来年には値上げの予定です。

サブプライムショックでニューヨークダウは8.2％

しか下落していませんが、日経平均は16.4パーセント

と大きく下げました。その後、ニューヨークダウは急

回復しましたが東京市場は低迷したままです。アジア

では中国株、香港のハンセン指数が高値を更新し、イ

ンド株も高値を更新しています。東京市場が上がらな

い理由は ①政局不安 ②外人主導のマーケットで売

買の6割が外人であること。東京市場よりも中国、イ

ンドの方に魅力があり、外人は資金をそこに振り向け

ているからです。

８月１７日に１万５２６２円の安値をつけ、これが

一番底で、現在二番底を形成中。本格回復までにはも

う少し時間がかかり、当面は日経平均で１６，０００

円から１７，０００円の間の動きになると思います。

広報、雑誌、ＩＴ委員会よりＰＲ

柳 澤 克 臣 会 員 ↓

三木証券（株）三浦支店 支店長

三浦市天神町４-２１

会 社 ＴＥＬ046（882）2300

〃 ＦＡＸ046（882）3765
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編集後記 週報を担当して早くも二ヵ月半が過ぎました。書き物には縁の無い商売でしたので難行苦行の毎週

です。しかし、ボケ防止と生涯学習と思えば、これまた楽し（薬）と思っています。９月３日横須賀南西ＲＣ

との合同例会が楽しく盛大に開催され、恒例により主催クラブが週報を担当するルールで南西クラブにお願い

しました。そこで止せば良いのに写真集のつもりで配布、発行した略式週報が大間違いでした。南西クラブの

幹事さんは折笠仁志氏でありますが、南西ＲＣの斉藤さんが、たまたま三浦の芹川幹事の隣に写った写真であっ

たため紙面上間違えて、幹事として紹介してしまいました。訂正して深くお詫び申し上げます。 f.kato


