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今週の月曜日､ ２月８日は旧暦での正月元旦に
あたります｡ 旧暦､ 即ち太陰暦は広く東アジア､
かつての日本を始め中国､ 韓国､ ヴェトナム､ モ
ンゴル､ 東南アジア諸国で使われていた暦法です｡
日本以外では未だに西暦の正月よりは旧暦での旧
正月の方が盛大に祝われているようです｡ 中国､
台湾､ 香港では春節と呼ばれていて大きな街､ 上
海などに働きに来ている方々はほとんど故郷に帰
省しますが､ その前夜､ 日本で言うところの大晦
日から三ケ日にわたっては花火､ 爆竹で大変賑や
かです｡ 前に上海へ営業所を出していた頃､ そこ
の支店長をしていた日本人社員の住まいが10階に
あり､ ちょうどその高さで打ち上げ花火が花開く
ので極度の睡眠不足になったと話していました｡
ちょうど今朝のニュースでも中国の春節を取り
上げていました｡ 春節の休みを利用して大勢の観
光客が日本を訪れているようですが､ 金沢のある
土産店ではその様な観光客を対象に店内装飾を施
して誘致を図り効果を上げていたそうです｡ 金沢
といえば海産物と並んで金箔が有名ですが､ 陳列
棚などに赤い布などを敷いてその上に金箔を使っ
た商品を陳列していました｡ 中国では赤は幸福を､
金色､ 黄色は富を呼ぶ色として､ その２色の取り
合わせはことのほか喜ばれています｡
また同時に､ 中国経済の減速による､ 原油価格
の大幅な値下がり､ 世界各国での株価の下落も伝
えられていました｡ 本日の会員卓話はまさに当を
得て大和証券の坂井さんのお話です｡ 専門家とし
てのためになるお話しをして頂けることと思いま
す｡

幹事報告 小山浩太郎幹事

・次週19日休会
・26日 クラブ協議会開催 11：45～ 扇の間
・書き損じはがき回収 82円切手123枚分に交換､
ユネスコ協会へ送付｡

・20日 地区職業奉仕セミナー開催 清水会長・
粕尾次期幹事､ 本・次年度職業奉仕委員長山本
さん・轟さん 綿貫ＰＧ､ 伊東Ｇ補佐出席

・21日 新春親睦ゴルフについて
・市内６ＲＣ合同親睦ゴルフコンペ：５月15日�

於：長野ＣＧ 幹事：長野ＲＣ

出席・ニコＢＯＸ報告 福澤例会運営委員
２/12 (会員53名) 出席26名前々回修正出席率91.66％

・綿貫隆夫さん☆ガバナーノミニーがまだ決まり
ません｡ 春になったら決まりますように｡

・清水光朗さん☆１週間遅くなりましたが､ アメ
フト長野ブルパーズ日本一決勝戦へ進出しまし
た｡ 検討を祈るとともに､ 皆様のご声援をお願
いします｡

・合 計 6,500円 ・累 計 682,818円

第1374回例会 2016年 (平成28年) ２月12日 (金)

世界へのプレゼントになろう
Be a Gift to the World

２／26 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 赤 池 健 さ ん

例 会 案 内

３月４日 ゲスト卓話 遠藤 秀三郎さん



会 員 卓 話 坂 井 史 明 さ ん

｢日本経済の将来について｣

２回目となる卓話です｡ 前
回は､ 前任地の沖縄について
話をさせていただきましたが､
今回は､ 仕事に関係する話を
させていただきます｡
本日も株式市場は大きく下

落し､ 世界で大きな変化が起
きています｡ 日本の前代未聞のマイナス金利です
が､ 海外には､ ２段階に分けているケースはあり
ますが､ ３段階は世界初です｡ すべての金利がマ
イナスとなるのではなく､ イメージしやすく例え
ると､ 郵便貯金を考えてみてください｡ 1,000万
までは金利が付きますが､ 1,000万を超えると金
利が付きません｡ 今回の措置は､ 例えば1,500万
以上超えるようであれば､ 手数料を払ってくださ
いというイメージです｡ 日銀が意図するのは､ リ
スクを取って､ 貸出しを増やし､ 経済を活性化さ
せ､ インフレ２％を達成することです｡ 日銀は､
今回マイナス幅を0.1％にしていますが､ 海外事
例では､ マイナス幅が1.1％という国もあり､ 今
後さらなる引き下げについても言及しています｡
ついては､ 今後､ 金利は上がることは､ 想定しに
くく､ 借り入れによる事業拡大にはフォローな状
況が継続します｡
次に､ 株式市場について話をします｡ 企業収益

は､ 原油安のメリットを受け､ 過去最高益を更新
する予想です｡ ついては､ 過去業績最高時の日経
平均182,612円以下は割安であると考えられます｡
円高水準の110円で計算しても､ 世界平均の株式
評価では19,000円､ 割安水準でも16,600円と計算
され､ 現在の株価は割安と計算できます｡ 現在､
日本企業は､ 株主から預かった資金を活用し､ ８
％の利益を残しています｡ 決算を行い､ ３％を配
当に回せば､ ５％は内部留保に回り､ 純資産を増
加させているのです｡ 世界で､ 環境変化に対して
協議を行い､ 対応策が発動されれば､ 割安は解消
されるものと考えます｡
アベノミスク３本の矢ですが､ 少子化対策､ 介

護離職ゼロの目標に対して､ 政府は､ 北陸モデル
の大家族化を推進しようとしています｡ 女性の潜
在労働力は300万を超え､ 住宅の住み替え目的も､
同居・近居が急増しています｡ 今年10月からスター
トする住宅資金贈与の非課税枠は､ 700万が一気
に2,500万になり､ 今後も３世代住居支援措置が
検討されています｡ 大手企業の研究開発は､ 自動
運転支援や燃料電池分野など将来のロボット社会
に向けられています｡ 産業革命､ ＩＴ革命の次に
来るのは､ ロボット革命ではないかと思います｡

運用の世界では､ 今後注目されるのは､ ファンド
ラップでないかと思います｡ 日本では､ まだ５兆
円のマーケットですが､ アメリカでは480兆円に
達しています｡ 分散投資効果とプロの運用を享受
できる当商品には､ 当社も注力しており､ 最後に
作製したＣＭを見ていただいて､ 卓話を終わりた
いと思います｡

新春親睦ゴルフコンペ
2016 年２月 21日㈰　於：甘楽ＣＧ

　好天に恵まれ白梅薫る甘楽ＣＧにおいて、中村千
夏さんの奥様、節子さんを招待選手としてお迎えし、
13名の自称プロゴルファー会員？と共に、14名によ
る壮絶な優勝争いが行なわれました。
　さて、注目の優勝者ですが、前評判通り新ペリ帝
王の実力を遺憾なく発揮された、布施慶典さんが
OUT54，IN47，グロス101，ハンディキャップ27.6
ネット73.4で見事優勝されました。実力NO.1の中村
千夏さんはハンデに恵まれず、ベスグロ（85）優勝
に0.8打の僅差で準優勝となりました。
　中村節子さんは男子と同じレギュラーティーでのプ
レーにも関わらず、男子顔負けのグッドショットを連
発し、グロス95の好スコアで会員を圧倒しました。
　月例競技が入っており進行がやや遅れる状況では
ありましたが、実力を出せた人出せなかった人其々
が楽しめ親睦が深められた大会でした。
　ご協力頂きました皆様に感謝申し上げます。

　　会員家族委員長　清水　満


