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ノ(､　第1309回

2014年12月9日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢我等の生業｣

卓　話｢年次総会｣

次々年度会長承認の件

次年度役員承認の件

′　(㌔

第1310回

2014年12月16日(火)

点　鐘18:00

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル21F

ソング｢それでこそロータリー｣

卓　話｢クリスマス家族例会｣

元関取大至の｢大至節｣と

参加型マジックショー

地区テーマ

ロータリーは人づくりそして奉仕

第1308回･ 2014年12月2日(火)

司会　飯田晃生副幹事

点　　鐘12:30　吉田律子会長

ソ　ン　グ｢｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

ソングリーダー大熊勝巳会員

四つのテスト･ロータリーの綱領

町田信行会長エレクト

お客様紹介　石井孝一副会長

会長挨拶　吉田律子会長

幹事報告横田　元幹事

12月の誕生祝い　吉田律子会長

委員会報告IM実行委員会
石井孝一副会長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

熊田満子委員

出席報告　クラブ運営管理委員会
清水敏夫委員

卓話者紹介　地域奉仕プロジェクト委員会
内田康信委員長

卓　　話｢今後の日本の経済状況と
マーケット動向｣

りそな銀行アセットマネジメント部
黒瀬浩一様

点　　鐘13:30　吉田律子会長
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皆様こんにちは｡いよいよ今年も師走に入りました｡

1年の､ 1月から12月までの総決算の月だと思い

ますが､ちょうど今日は､第47回衆議院選挙の幕

開けとなりました｡まずは､この浦和北東ロータリ
ークラブの会員であるということを念頭に置いて行

動していただければ幸いでございます｡

今日は月の初めの第1回目でございますので､君

が代を演奏いたしました｡この君が代､皆様がお歌

いになっているのは1番でございますが､ 2番､ 3

番まであるんですね｡これは､あるからと言って歌

ってみると､なかなか､ 1番のようにスムーズには

いかないですね｡いかに､この最初の1番が､皆さ

ん日本人の耳にたくさん入っているということですね｡

これは､いつごろ制定されたかというと､作者も不

詳でございまして､分からないですけれども､大体

明治政府になってから普及したという風に論じられ

ております｡

そして､君が代の｢君｣というのは､いろんな解

釈がございまして､天皇陛下だけだとお思いになっ

ている方もあるでしょうけれども､この君の解釈は､

｢君｣ ｢あなた｣ ｢お前｣いろんな呼び方がござい

ますが､相手に対しての尊重､名前を呼ぶ代わりに
｢君｣という言葉を使う｡それと同じように､これは､

それぞれ皆さんが､一人一人､あなたが大事ですよ､

さざれ石苔のむすまで｡これは､皇室が､ 125代

もずっと続いております､そんな国は､この目本国
一国だけでございます｡そのもといをなすのが､こ

の君が代という国家だと思っております｡

君が代は､平和に長く続きますように｡苔のむす

まで｡ 3番まであるということをご存知の方はいら

っしゃらないと思いますが､私もメロディーに合わ

せては歌いづらいです｡皆さん､ 1番だけで結構で

すので､あらゆるところで､日の丸が出ましたらこ

の国家､これを思い出し､歌うことはなくても心の

中で咳いてください｡

日本の国を愛しながら､そして､国際的な組織､

このロータリークラブに関わっているということは

大変すぼらしいことです｡

取り留めないことを申し上げましたが､これで､

会長挨拶を終わらせていただきます｡ありがとうご

ざいました｡

Light Up Rotary

fi一▲
□緑区新春の集いが平成27年1月19日､プラザイー

ストにて開催されます｡会長出席｡

ロブラジル･サンバプロ国際大会が2015年6月6日
～10日に開催されます｡早めの登録は登録料が割引

になります｡参加者は早めの申込みをお願いいたし

ます｡

□2014-15年度下期年会費引落日は2015年1月5日で

す｡ご準備お願いします｡振込の方は1月末日まで　′ヽ

にお願いします｡ ′

□1月のプログラム､ 1月6日は休会です｡第一例

会は1月13日の新年夜間例会になります｡

□　RI会長ご夫妻をお迎えするジャパンロータリーデ
ーIN TOKYOが2015年2月4日､ホテルグランパシ

フイツクで開催されます｡今回は入会5年未満の会

員に優先的に出席して頂きたいとのことです｡当ク

ラブから5人出席します｡本日申込み締切｡

りそな銀行　アセットマネジメント部

チーフ･マーケット･ストラテジスト　黒瀬浩一様

埼玉りそな銀行東浦和支店長広場秀樹様



ロータリーに輝きを

｢今後の日本の経済状況と

マーケット動向｣

りそな銀行　アセットマネジメント部

チーフ･マーケット･ストラテジスト　黒瀬浩一様

バブル崩壊以降の経済政策の歴史を振り返ると､景

気の山を形成したのは､財政政策と金融政策の2本の

矢の場合と､更に構造改革(成長戦略)を伴う3本の

∫.ヽ　矢の場合､に大別できる｡ 3本の矢が揃ったのは小泉
政権だけで､不良債権の抜本処理を断行して｢金融と

産業の一体再生｣を実現した｡その成果により､その

後はバブル崩壊以降で唯一の財政赤字削減を伴う自律

的景気回復が実現した｡

安倍政権の経済政策であるアベノミクスの3本の矢

は､経済政策の歴史と照らし合わせても､コンセプト

としては正しい｡但し､政権発足からすでに2年が経

過しているが､成長戦略の実現はかなり遅れている｡

4月の消費税率引き上げ後に景気は大きく落ち込ん

だ｡ここで､追加の補正予算と既に対応済みの追加金

融緩和で2本の矢を打ち直し､次の消費税率引き上げ

までに時間を稼ぐのは､経済運営としては正しい選択

であろう｡
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そして､このタイミングで政治的な思惑を絡んで総

選挙と相成った｡選挙なので実際にどういう結果にな

るかは予断を持つことなく見守る必要があるが､世論

調査などによると､安倍政権が継続すると見込まれて
いる｡その場合､選挙後に安倍政権が遅れている3本

目の矢である成長戦略を維持できるかどうかが､長期

的に経済が自立性を回復できるかどうかのポイントに

なるだろう｡

マーケットは､これまでは日銀の金融緩和が円安と

長期金利の低下を強力に支えてきたが､今後もこのト

レンドが継続すると見込まれる｡日銀筋は1 0月末の

追加金融緩和の後も､物価上昇率2 %の実現に向け｢ゆ

るぎない決意｣を繰り返し表明している｡来年後半に

は､追加の円安材料として､米国の金融引き締めも視

野に入る｡

これらを材料に､これまでのトレンド通り円安と長

期金利の低下が継続し､さらに､成長戦略の実現によ

り3本の矢が再び揃う展開となれば､株式相場はもう
一段の上昇が見込まれるのではないか｡

(卓話要旨)

IM実行委員会　石井孝一副会長

IM実行員会が､ 11月19日に開催されました｡井原ガ

バナーと委員長が12月9日の例会にキャラバンでお

見えになります6　2月14日のIMには皆様のご出席よ

ろしくお願いいたします｡
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肘テ-マ

｢ロータリーを学ぼう　そして発しもう｣

Rlテーマ

｢ロータリーに輝きを｣
"LIGHT UP ROTARY〃

地区ターゲット

『ロータリーは入づくり　そして奉仕』

国際ロータリー第2770地区第1 ･第2グループ

201 5年2月1 4Eltt)

浦和ロイヤルパインスホテル

4Fロイヤルクラウン
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吉田律子会長　皆さん今日は､本日は快晴です｡落

ち葉の赤黄色が風と共に降りつもり､境内の掃除

がタイへンです｡ 4人ほどで朝から作業中です｡

我がクラブのロータリー活動も益々盛んに各行事､

研修が進んでいて喜ばしい事です｡年末ですので

会員皆様の事業もご多忙と存じます｡体調整えて

お励みください｡本日のりそな銀行黒瀬浩一様の
マネージメントについてのお話､よろしくお願い

申し上げます｡

石井孝一副会長　｢今後の日本の経済状況とマーケ

ット動向｣りそな銀行　アセットマネジメント部

黒瀬浩一様　本日の卓話よろしくお願い致します｡

横田　元幹事　皆様こんにちは｡本日の卓話　りそ

な銀行アセットマネジメント部　黒瀬様､広嶋様

よろしくお願い致します｡

町田信行会長エレクト　りそな銀行　アセットマネ

ジメント部チーフエコノミスト黒瀬浩一様よろし

くお願い申し上げます｡

星野和央会員　先生も走る師走です｡今日から総選挙｡

信頼できる師はどこにいるのか｡あんまり走りす

ぎる先生には気をつけましょう｡

豊田愛祥会員　伊勢丹の前に｢浦和レッズ応援セール｣

という張り紙がしてありました｡ ｢祝優勝セール｣

を書き替えたものでしょうか?

金子　努会員　こんにちは｡

篠原唯史会員　本日より日本の未来を決める選挙が

始まりました｡しっかりした日本国にしてはしい

です｡本日の卓話､りそな銀行アセットマネジメ

ント部黒瀬浩一様､明るい話をお願いします｡

浅見　定会員　こんにちは｡

内田康信会員　りそな銀行　アセットマネジメント

部投資戦略グループ黒瀬浩一様　本日の卓話宜し

くお願いします｡

斉藤忠治会員　りそな銀行アセットマネージメント

部黒瀬浩一様､本日はようこそ当クラブにおいで

下さいました｡卓話よろしくお願いします｡

囲谷昭吾会員　師走に入りましたが､お?嫌は如何
ですか｡私は去る1 1月29日～12月1日まで

の2泊3日で長野県の友人の震災見舞いを兼ねて

温泉旅行を友人3人で楽しんできましたが､予想

以上の暖かさでホッとしました｡今日の卓話､り

そな銀行の黒瀬浩一様､よろしくお願いいたします｡

富樫　孝会員　りそな銀行アセットマネジメント部

黒瀬浩一様　本日はお忙しい中卓話にお越しいた

だきありがとうございます｡

飯田晃生会員　皆様こんにちは｡りそな銀行アセッ

トマネジメント部　黒瀬浩一様､本日の卓話よろ

しくお願いいたします｡

清水敏夫会員　今日は､皆さん年末に向けて､元気

にすごしてください｡

柳寿美恵会員　皆様こんにちは｡今年もあと1ケ月

足らずになりました｡体調を崩さないように気を

付けてください｡本日の卓話､黒瀬浩一様宜しく

お願い申し上げます｡

繰越金630,030円　本日31,000円　計661,030円

豊田愛祥会員(12月21日)宮崎　康会員(12月12日)

清水敏夫会員(12月16日)棄林幹一会員(12月22日)

山中重則会員(12月17日)
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト
TEL 048-827-1 1 1 1　　　　　　副

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3　　幹

内田ビル3階〒330-0063　　　S

長事A会　　A

TEL 048-814-0450　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　クラブ広報委員長

子行t　元央生一律信孝　和晃謙田田井田野田作吉町右横星飯矢


