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会長挨拶 川橋昭義会長
コロナワクチン接種の事で話
題になっていますが、本当に大
変です。私のなどは、かかりつ
け病院でワクチン接種を望んで
いましたが、それも虚しく「大
外れ」でした。それも一日の電

話予約が２時間しか出来なく、２時間を数日間も
数秒単位で電話をかけ続けても繋がらず、やっと
電話が繋がったらと思ったら予定のワクチン数は
決まりましたので打ち切りとの事、「それは無いよ」
とあきれるばかりでした。
長野市は、今日から（５月21日）始まっている

高齢者の集団接種の電話予約について、ワクチン
予約のコールーセンターで名前や電話番号など聞
いたあと、市から折り返しの電話で接種会場と日
時を決める「コールバック」方式を採用している
そうです。また、予約が集中した場合、電話の折
り返しに１週間ほどかかることがあるそうです。
保健所は、高齢者のワクチンは十分確保されて

いるので、慌てず、予約をしてほしいと呼びかけ
ているそうです。ワクチン接種が終わり、通常生
活や仕事が増えて、次年度の中野会長の時はロー
タリークラブも通常例会と行事が出来ることを祈っ
ております。
以上会長の挨拶とします。有難うございました。

6 / 11　本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話　 若 麻 績 敏 隆 さ ん
「仏教と美術」

佐藤遼太郎ガバナー補佐挨拶　　　　　　　　　
改めまして IM・会員セミ
ナーでは、皆様にお世話になり
無事に開催することが出来まし
た。地区のお話をさせて頂くと、
リアルで開催できたのは、北信
だけです。他は、オンライン開

催や中止のクラブがありました。もちろんコロナ
禍ではありましたが、やはりZOOMでは、得ら
れない雰囲気がありました。
本日も西クラブを訪問させて頂き、本当に温
かい雰囲気を感じました。こういったことは、
ZOOMでは得られないことだと感じています。
ウェブの活用は、大事かもしれませんが、やはり
ロータリーの絆が保ちきれない状態になっている
のではないかと危惧もしています。今後もこのよ
うにリアルに例会が開催できること、そして、会
議等で上手くZOOMを活用するとういうやり方
をしていくことがいいのではないかと感じており
ます。

ロータリーは機会の扉を開く
ROTARY OPENS　OPPORTUNITIES
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幹事報告 青木　宏幹事
・第11回クラブ協議会報告
・28日は、ZOOMによる例会を
　開催致します。
・６月18日は、観蛍会開催予定
　です。
・野村泰久さんより、退会届が

提出されました。
　本日のクラブ協議会で審議しましたが、33年間
クラブに在籍し、MPHF7回、2009-2010年度
は会長を勤め、森林（もり）活動においても機
材管理など長年続けてきていただいていること
を考慮し、名誉会員へと会長よりご提案いただ
きました。クラブ協議会の中では了承されまし
た。今後につきましては、ご本人のご意向と会
長の判断で進めさせて頂くことになりましたの
で、ご了承ください。

出席・ニコＢＯＸ報告 村田秀雄例会運営委員長
5/21（会員38名）出席22名　出席率62.85％

ビジター 佐藤僚太郎ガバナー補佐
・佐藤遼太郎ガバナー補佐☆本
　日は、よろしくお願い申し上
　げます。
・川橋昭義さん☆池田　潤さん
　卓話を楽しみにしておりまし
　た。

・中野欣哉さん・村田秀雄さん・松本克幸さん・
高橋英司さん・南　信行さん☆佐藤遼太郎ガバ
ナー補佐ようこそ。
・太田裕志さん・西沢　徹さん☆池田さん、今日
は勉強させて頂きます。
・青木　宏さん☆佐藤遼太郎ガバナー補佐ようこ
そいらっしゃいました。今年度も残りわずか。
精一杯ニコニコbox奉仕いたします。
・若麻績信昭さん☆大和（ダイワ）さんには、
LINE（ライン）株以来お世話になっています。

・佐藤吉朗さん☆池田さん、卓話ご苦労様です。

・合　計　  27,000円 ・累　計    444,347円

会 員 卓 話　  池 田　 潤 さ ん

「現在の株価動向について」

世界ではコロナの感染拡大が
継続していますが、世界的な金
融緩和の長期化観測に加え、今
後は企業業績が本格拡大局面を
迎えると想定しており、世界の
株式相場は引き続き堅調な展開

が見込まれます。
それでは、ここからは市場を支える４つの根幹

についてお話しします。
まず一つ目の根幹は世界的な金融緩和の長期化

観測です。世界的にコロナ感染拡大が続いている
こともあり、日米欧中銀の金融緩和は当面継続す
ると考えております。足元で米インフレ懸念に対
する警戒感から市場が調整する場面もみられます
が、今後、対前年比で商品価格の伸び率鈍化が鮮
明になると想定できることから、過度なインフレ
懸念が和らぐとみられることも、金融緩和長期化
を後押しする材料といえるでしょう。
２つ目の根幹は力強い拡大局面を迎える企業業

績です。米国主要企業の決算は、事前予想を大幅
に上回る好調な内容になっています。今後の見通
しについても、21年１Qを起点に向こう８四半期
連続で増益になると予想されており、今後２年間
にわたり力強い業績の伸びが続くとみられていま
す。一方、日本企業の業績も今後回復基調を強め
ていくと考えています。その背景として、足元で
中国によるハイテク投資が本格化しており、日本
のハイテク企業がその恩恵を享受するとみている
ことが挙げられます。
３つ目の根幹は潤沢に積み上がる待機資金で

す。現在米国の実質金利はマイナスで推移してい
る状況でして、つまり安全資産から得られる利回
りよりも、先々の物価上昇率の方が上回っており、
キャッシュで持っていると、資産が目減りしてし
まう環境となっています。そうしたなかキャッシュ
に近い存在である米国のMMF残高は4.5兆ドル積
み上がっており、直近10年の平時（約2.5兆ドル）
と比べ差し引き２兆ドルも多い状態です。
最後に４つ目の根幹として、世界的に景気の回

復基調が強まっていることが挙げられます。国際



通貨基金が４月に発表した世界経済見通しでは、
世界全体の成長率は前回の１月の見通しから上方
修正されました。とりわけ米国の今年の成長率が
前回の5.1%増から6.4%増に大幅修正となっており、
2021年の世界経済は米中がけん引する形になる見
通しです。
まとめますと、①世界的な金融緩和長期化観測、
②企業業績の力強い拡大、③潤沢な待機資金、④
世界経済の回復、といった４つの根幹がしっかり
している限り、株価の調整は短期的にとどまる公
算が大きいとみておりまして、下がったところは
押し目買いスタンスで臨む戦略が有効だと考えて
います。

池田さん４月のお誕生日
おめでとうございました

会員の皆様こんにちは。今日はe－例会です。
本来ですと明日の29日がロータリーの森林例会で
したが、コロナウイルス拡大につき中止になって
おります。その代り、通常例会を考えておりまし
たが、例会場の予約が取れず、e－例会の開催と
なりました。会員の皆様、忙しい中e－例会にご
参加していただき有難うございます。
コロナウイルス感染状況により地区での会議・
委員会等のオンライン開催が増えています。クラ
ブ内でもWebを利用した例会や会議が必要となっ
てきており、緊急な為会長・幹事、オブザーバー
として滝澤　聡会員にもご参加いただき検討した
結果、パソコン・Webカメラ・スピーカーなど
の機材購入を決め、理事皆様のご意見を伺いたく
緊急の持ち回り理事会を開催する事になりました。
結果、ご承認して頂きましたので、本日のe－例
会をクラブ事務局で開催する事ができました。こ
ちらのパソコンは、今後のクラブ運営にどんどん
活用して頂けたらと考えております。
先日４月18日、第27回　国際ロータリー2600地
区インターアクト研修・協議会が長野西ＲＣ提唱
の長野女子高校の主管で、初のリモートで県内10
校、地区事務局、地区委員、提唱クラブを結んで
行われました。初めての試みと言うことで、長野
女子高校の望月先生、クラブ会員の「山上綾乃」
さん、「神津浅央」さん、現在クラブ会員が２名
と言うことですが一生懸命取り組んでいただきま
した。当クラブからも南青少年奉仕委員長、宮原
地区インターアクト委員にも参加していただきま
した。
次年度は、長野女子高校はホストとなりインター
アクト地区大会が開催されます。提唱クラブとし
ても大きな事業となります。今日は、時間の関係
上30分に編集したものをご覧いただきます。

インターアクトクラブ（IAC）の活動を支援し
ていきたいと思っていますので、ご視聴ください。

会長、直前会長、会長エレクト３名で、
霊仙寺山の様子を視察

お天気も良く山菜もたくさん
採れました

第1591回　オンライン例会
2021年５月28日㈮　12：30～

６月18日　観蛍会　
　　　　　於：THE SAIHOKUKAN HOTEL
６月25日　休　会
７月２日　新年度初例会
７月９日　前年度事業並びに決算報告
　　　　　新年度事業計画並びに収支予算

例　会　案　内

《５月29日霊仙寺山訪問》



長野県立美術館　概要
2019年４月～老朽化に伴う新築工事　
2017年（平成29年）
設計者選定プロポーザル（企画提案型の入札）
設計：株式会社プランツアソシエイツ　宮崎浩氏　
　　　の設計
施工：清水建設・新津組共同企業体
延べ床面積11,000平方メートル（かつての３倍以上）

2019年（令和元年）
東山魁夷館開館30年を経て全面改修

2021年4月10日　
開館　館長　松本透氏（2019年5月10日西R卓話）
ロゴデザイン　宮崎桂さん
制服デザイン　黒河内真衣子さん　（長野県出身）　

　　　　　　　　　　　
善光寺門前の街並みや、信州の自然との調和をコン
セプトとした「ランドスケープミュージアム」
・開かれた美術館
・「公開承認施設」としての機能
　（今までなかった重要文化財を展示する機能）
・アートライブラリー
・屋上「風テラス」
・霧の彫刻「中谷芙二子」
・水辺テラス
・オープンギャラリー

６月４日、本年度の職場例会は新築オープンされた長野県立美術館（旧信濃美術館）にて参加者23名
で開催しました。一昨年、当クラブに卓話でお越しいただいた松本館長から、美術館の設計やコンセプト、
ロゴデザイン、制服デザインなどのこだわりをお聞きし、開催中の法隆寺の釈迦三尊像を再現したスー
パークローン展の内容や仏教芸術についても話をお伺いしました。訪れる人の憩いの場として善光寺、
城山公園や自然との調和をコンセプトにした「ランドスケープミュージアム」として機能させ多くの人
に楽しんでいただきたいと語られました。館内は白を基調として広々とした空間であり、ガラス面が多
いのに、断熱効果が高い事や作品を保護する観点から建材から出る化学物質を排除する事、展示室をフ
レキシブルに使えるよう展示ショーケールも格納できる仕組みなど現代建築の粋を集めた美術館となっ
ており、重要文化財の展示にも対応出来るとの事。コロナが収束し、国内・世界からも広く集客できる
施設として今後の企画展も楽しみです。3階の屋上テラスからは善光寺さんを直線で見渡せる憩いのスペー
スも。あいにくの天気で残念でしたが、公園の造成が完成した頃に、また訪れたい美術館でした。見学
後は近くの北野家さんにてノンアルコールビールで乾杯。天ざるそばを堪能し楽しいひとときとなりま
した。　　　　 幹事　青木　宏

村田直前会長の
御発声で乾杯!!

第1592回　職場例会　長野県立美術館見学
2021年６月４日㈮　11：30 集合　美術館見学

　13：00～北野家にて昼食・解散


