平成２８年７月２７日 発行

本日の例会

次回例会

平成２８年７月２７日（水） 第 1860 回例会

平成２８年８月３日（水） 第 1861 回例会

18：30

開会点鐘
ロータリーソング斉唱（我等の生業）
会長の時間
三国 RC 来訪 会長 安田 一英 様
幹事 齊藤 重一 様
幹事報告・委員会報告
ロータリーの友(７月号)解説
新入会員卓話 瀬野友伸会員

新入会員卓話
笹埜博会員
ロータリーの友(８月号)解説
ＩＭへの参加要請来訪（武生ＲＣ）

今後の予定
平成２８年８月１０日（水） 第 1862 回例会

「繊維製品取扱い絵表示の変更及び影響」

19：30

会員卓話 林田恒正会員「ガバナー補佐を経験して」

閉会点鐘

平成２８年８月１７日（水） お盆の為 休会

お知らせ

平成２８年８月２４日（水） 第 1863 回例会

7/31(日) 国際奉仕セミナー
青池国際奉仕副委員長 出席予定
8/6 (土)財団セミナー
山下会長 倉本ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 出席予定

就職模擬面接会 ＜時間・場所変更になります＞

平成２８年８月３１日（水） 第 1864 回例会
→９月３日（土）＜開催日時・場所変更になります＞

福井県内クラブ例会日・開催場所
月 曜 日

火 曜 日

福井東・ｱｵｯｻ3FWel Aossa

福井南・繊協ﾋﾞﾙ8F大ﾎｰﾙ
勝 山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武 生・武生商工会館
若 狭・ﾎﾃﾙせくみ屋
福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ
**

水 曜 日

*＝19:00開会 * *＝18:30開会

木 曜 日

金 曜 日

福井北・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ
福 井・ﾕｱｰｽﾞﾎﾃﾙﾌｸｲ
福井西・ﾊﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ
敦 賀・福井銀行敦賀支店2F 武生府中・農協会館３Ｆ
三 国・三国観光ホテル
鯖江北・神明苑内
* 福井水仙・福井ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ
鯖 江・鯖江商工会館３Ｆ
大 野・大野商工会館1F
* 敦賀西・プラザ萬象 福井あじさい・ﾘﾊﾞｰｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ
丸 岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

会 長 の 時 間

会 長

山 下 健 治

本日のお客様は三津井証券株式会社代表取締役社長の武本一美様と、友好クラブである２６１０地区山中 RC より
北村貴司会長と日下賢城幹事にお越しいただきました。
会長になってまだ３回目３週目の例会ですが、個人的に愚息がインド、ムンバイへ転勤となり、何かと大変気忙し
い毎日を過ごしています。先週は三国 RC との共催事業である第１０回ロータリーカップ杯坂井市学童軟式野球大
会の開閉会式に出席し、７月 17 日は林田恒正会員が会長を務める NPO 法人福祉ネットこうえん会が主催、当ク
ラブが後援しております第４０回ウイングカップソフトボール大会に出席しました。この大会は岡山、富山、奈良、
兵庫、石川、三重、福井の７県から 18 チームを招いて、今回４０回を数える歴史ある大会であることや、知的発
達障害の選手を高校大学で野球を経験したボランティアが指導していること、以前は養護学校と呼ばれていた学校
が、今は特別支援学校となったことなど、色々と林田恒正会長の教えていただきました。お恥ずかしい話ですが、
クラブ会長になると色々と見識が深まることを実感した次第です・
さて、地区研修委員会が編集した冊子「クラブ会長スピーチ集」を読んでいたところ、クラブ会長にはクラブ運営
という大きな責任がある一方、会長の特権として､毎例会に会長の時間が与えられており、会長の時間は会長挨拶
ではなく､奉仕理念を提唱する貴重な時間だということが書かれていました。ということで、今後は例会で「会長
の時間」という標題にふさわしい話題をお話しさせて頂くよう努力して参りますので、どうかご理解賜りますよう
お願いいたします。

幹 事 報 告

幹 事

来 簡
≪ガバナー事務所より≫
①2016 年８月ロータリーレート

１＄＝１０２円（ご参考：７月 102 円）
②国際ロータリー 人頭分担金（７月～１２月）請求書
ＲＩ人頭分担金 ２８＄× ３４人
ＲＩ比例人頭分担金 ４．５８＄× ４か月（新入会員分）
規定審議会 １．５＄× ３４人
③地区前期分担金お振込お願い
②～④
地区資金分担金 ５，０００円
7/29
ガバナー事務所分担金 ２，５００円
振込予定
青少年交換特別資金分担金 ５００円
ＩＭ分担金 ３，０００円
地区大会分担金 ５，０００円
ガバナー月信購読料 ５００円
一人１６，５００円 × ３４人
④米山奨学会 上期 普通寄付金のお願い
一人２，０００円 × ３４人
≪その他≫
①暴追 ふくい 福井県暴力追放センターより

表敬訪問

杉 本 政 昭

ビジター受付のみ 12：00～12：30
福井 RC
木 8/25
福井西 RC
金 8/26
福井南 RC
火 8/19,23,30
福井北 RC
水 7/27 8/10
福井あじさい RC 金 7/29 8/12,26
武生府中 RC
木 7/28 8/25
大野 RC
水 8/3
敦賀西 RC
木
ビジター受付のみ 18：00～18：30
福井水仙 RC
木 8/18,25
福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC
火 8/11
※ 地区内のクラブ間の例会行事等の連絡方法が変更にな
りました。
各クラブの例会情報は、
２６５０地区のホームページの
「クラブ情報」→「例会情報」でご確認ください。

山中ＲＣ

７月２０日（水）
山中ＲＣ 表敬訪問
会長 北村 貴司様 （日本料理）
幹事 日下 賢城様（仏教）
山中ＲＣ へは、２６日（火）
山下会長 杉本幹事 訪問

表

彰

７月２０日（水）
米山奨学金 功労者表彰
第６回米山功労者
第３回米山功労者

釣部 勝義 会員
倉本 正一郎 会員

外部卓話

７月２０日（水）
「今後の経済動向について」
７月６日（水）
開催
三津井証券 代表取締役社長 武本一美様
福井 RC、三津井証券の武本でございます。本日は卓話の機会をいただきま
してありがとうございます。
まず、私自身の RC の経験について自己紹介を兼ねてお話ししたいと思い
ます。年老いた両親を兵庫に、家族を千葉に残し単身赴任 5 回目となる福井
での生活も丸 3 年を過ぎました。
ロータリークラブも愛媛、千葉、和歌山、広島の各県で経験し福井で 5 クラ
ブ目となります。 私どもの業界は 2～3 年転勤するケースが多いことから、
今まではどのクラブでも親睦委員会止まりでしたが福井でようやく、
その領

域から卒業して今期はプログラム委員とソングリーダーを拝命しております。
今年の金融市場については、年初から波乱含みで、ようやく落ち着いたかと思ったら、今度は英国のＥＵ離脱と、まさ
に申年に相応しく騒がしい状況にあります。Brexit ショック後のマーケット見通しについては、結論から申しますとＥＵ
離脱の道筋やその後のＥＵとの関係等、不透明要素が多いことから英国経済については悪影響が及ぶと思われますが、日
本や米国、世界経済への影響については輸出に占める英国向けのシェアや名目ＧＤＰでのシェアが大きな数字ではないこ
とから、軽微な影響にとどまると考えております。また今回は政治的不安ということで第２のリーマンショック（金融シ
ステムの不安）にはならないと想定しております。むしろ金融市場の動揺がもたらす通貨高、株安、企業業績悪化、雇用・
所得・消費の悪化といった悪影響の方がずっと厄介と考えております。
今後の日本株については、当面は日銀のマイナス金利拡大を含む追加緩和、政府の経済対策等のポジティブ面と４～６月
期決算発表を控え円高による業績下方修正懸念といったネガティブ面の綱引きが継続するボックス相場を想定。１０～１
２月には構造改革の進展、
比較的規模が大きい補正予算の
成立、
為替 1 ドル１０５円前提で下期２桁増益および株主
還元拡大、
米大統領選でクリントン候補が当選し不透明要
因がなくなる展開等を想定し、
好材料が出揃うことで年末
高を予想。
１２月末日経平均株価をアベノミクス相場以降
の PER の平均レンジ（14 倍～16 倍）の中心値である 15
倍の 17,500 円維持を見込んでおります（因みに 16 倍で 18,660 円）
。セクター別では建設、食品、医薬品、精密、情報通
信等に注目しており、投資テーマとしては、バイオ・創薬ベンチャー、医療機器、バーチャルリアリティ、IoT（Internet
of Things）
、インフラ整備等が有望と考えています。また日銀のマイナス金利政策導入を受け、利回り面での株式の優位
性が増してきており、いわゆる「ニューソブリン」銘柄（①時価総額が大きい、②純現金プラス、自己資本比率が高い等、
③過去 5 期減配なし、配当性向 100％未満等）も魅力があると考えています。一方、海外投資で魅力的な国ということでは、
人口と経済成長が密接な関係にあるという観点から米国とインドと思っています。そういう意味では山下会長のご子息が
今般インドにご転勤になられたのは優秀である証と言えます。為替については、デフレ下においては購買力が上がる通貨
を持つ方が得という観点から、また市場混乱時には低金利の円キャリートレードの巻き戻しや対外資産の売却等があるこ
と、またマイナス金利→実質金利上昇→日米金利差縮小等に
より当面は 100－110 円を想定。来年辺りから円安トレンド
を予想しています。原油価格については、過去（1974 年から
の 30 年間＝1 バーレル 15＄～30＄で推移、その後 2004 年か
らの 10 年間＝1 バーレル 60＄～100＄で推移）のレンジから
決別し 30＄～50＄のレンジに移ったものと思っています。
ま
た最も大きなリスク要因は中国経済だと思っています。基本的にバブルまみれになっていると思われ、水面下の不良債権
問題が片付いたわけではないと思っています。来年秋開催予定の共産党大会までは何とか小康状態は保たせたいとする意
向は感じられますが、長期はリスク再燃の本家と考えておくべきだと思っています。
最後に、私事で恐縮ですが証券界に３６年身を置く者としていつも頭に留めている格言がありますのでご紹介したいと
思います。
「相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく」であります。
丸岡 RC 様の益々のご発展を祈念しまして終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
（文責 道木 宏昌）

委員会報告
◆ロータリー財団◆

７月２０日（水）
寄付者 １１名

７月６日（水）
◆出席状況◆ 開催
出席委員会

釣部 林田千之 下田 金 林田恒正 山下 倉本
水﨑 杉本 松井 笹埜

例会日

会員数

7/20

３４

◆米山奨学会◆

【メーキャップ】 今週分なし

寄付者 １１名

釣部 林田千之 下田 金 林田恒正 山下 倉本
水﨑 杉本 松井 笹埜

◆ニコニコ箱◆

寄付者 ２１名

≪お客様≫
山中ＲＣ
山中ＲＣ 会長 北村様
本日は、ごあいさつに参りました。よろしくお願い
いたします。
山中ＲＣ 幹事 日下様
本年一年宜しくお願い致します。
武本一美様
本日はお招きいただきましてありがとうございます。
丸岡ＲＣ様の益々のご発展をお祈りいたします。

◆寄付金の状況◆
ニコニコ箱
ロータリー財団
米山記念奨学会

山下会長 武本社長、本日は卓話よろしくお願いします。
山中ロータリー北村会長、日下幹事 本日は
ようこそお越しいただきました。
杉本幹事 表敬訪問山中ＲＣ会長北村様幹事日下様ごくろう様で
す。長武本様卓話ありがとうございます。
釣部
山中ロータリークラブ会長・幹事さん 今年も
よろしくお願いします。
また、武本社長殿本日はよろしくお願いします。
林田千之 山中ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長幹事さん今年もよろしく。
三津井証券武本社長今日は宜しくお願いします。
小見山
ＲＩ Ｄｉｓ2610 山中ＲＣ北村会長日下幹事
さんをお迎えし、本年一年間どうぞよろしく。
前川重雄 武本様、卓話ありがとうございます。
山中ロータリークラブ北村会長・日下幹事本年も
よろしくお願いします。

出 席

届有欠

届無欠

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ

出席率

３０

４

０

０

88.24%

ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
７月 20 日
累計
会費含む累計
49,000 円
101,000 円
536,000 円
15,000 円
52,000 円
15,000 円
57,000 円

下田
藤本
金
奥村

前回休みまして。
山中ＲＣ会長幹事様遠路ようこそ。ありがとうございます。
申し訳ありませんが、本日都合により早退させていただきます。
三津井証券武本様、卓話よろしくお願いします。
山中ＲＣ北村会長様日下幹事様ようこそ。
髙嶋
山中ＲＣ会長北村様幹事日下様ようこそ丸岡の地へ
三津井証券社長武本様卓話ありがとうございます。
林田恒正 武本社長様卓話ありがとうございます。
山中ＲＣ北村会長 日下幹事ようこそ！
倉本
本日は山中ロータリークラブ北村会長様・日下幹事様ようこそ
丸岡ロータリークラブへ。
三津井証券社長武本様本日は、卓話ありがとうございます。
水﨑
三津井証券武本様卓話よろしくお願いします。
山中ＲＣ会長北村様 日下幹事様ようこそ。今年もよろしく
お願いします。
柿木
本日は三津井証券社長武本一美様卓話を快くお引き受けいただき
ありがとうございます。
松井
二人の子どもの就職が決まってホッとひといき。
松田
山中ロータリー会長様幹事様、本日はようこそお越しください
ました。日下社長様、本日はよろしくお願いいたします。
上屋敷
武本社長本日は卓話よろしくお願いします。
笹埜
暑い日が続くので皆さん体調に気をつけましょう。

『丸岡城天守を国宝へ』 応援しましょう！
丸岡城（霞ヶ城）について
丸岡城は、現存天守閣では最古の建築様式を持つ平山城で、霞ヶ城の別名の通り、春満開の桜の中に浮かぶ姿は幻想的でひと
きわ美しい。戦国時代の天正 4 年（1576）一向一揆の備えとして織田信長の命により柴田勝家が甥の勝豊に築かせました。
丸岡城築城 400 年を記念して造られた日本庭園式公園があり歴史民俗資料館には、歴代城主ゆかりの品が展示されています。
また、園内には 400 本のソメイヨシノが植えられ、日本のさくら名所 100 選に認定されており、4 月には城下で丸岡城桜まつり
が行われます。
丸岡は、天正 4 年(1576 年)、柴田勝家の甥の勝豊が丸岡城を築き、城下町を整備したのが都市的起源とされています。丸岡城
は柴田勝豊によって築城され、国の重要文化財です。外観は二層、内部は三層の望楼型天守閣で石垣は”野づら積み”という古
い方式で、すき間が多く粗雑な印象ながら排水がよく大雨に崩れる心配がないといわれています。
柴田勝豊の後、城主は、安井家清・青山宗勝・青山忠元を経て慶長 18 年(1613 年)に、本多成重に代わったが、本多氏は 4 代
で改易。元禄 8 年(1695 年)、越後糸魚川から有馬清純が 5 万石で入城し、幕末に至るまで 8 代続きました。
（坂井市丸岡観光協会公式サイトより）
丸岡ロータリークラブ
会員数：３４名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター
例会日：毎週水曜日 18 時 30 分
事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F
TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com
クラブ広報委員会 委員長―奥村雅徳 会報委員会 委員長―倉田教信 副委員長―道木宏昌
委員―青池 進 前川 徹 瀬野友伸 笹埜 博

