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第2737例会	 平成 28 年 11 月 2 日（水）

点　鐘 松波 登 会長

スマイル体操 塩田 聡 親睦委員

司会と斉唱 野口 隆一 会場監督
山川 哲史 ソングリーダー

「君が代」「奉仕の理想」

お客様紹介 藁科 義弘 親睦委員
川崎中央 RC　本多 みちよ 様
米山記念奨学生　凌 飛 君

出席報告 北村 善市 出席委員

会員数 60 名 出席 42 名 欠席 18 名
（対象外 5 名） 出席率 76.36%
前々回訂正 欠席 21 名 MAKE UP 5 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 80.00%
欠席者

朝山君 花田君 濱田君 上山君 三浦君 
溝淵君 松山君 峯岸君 松尾君 松下君 
三平君 柾木君 大部君 大塚君 重田君 
関君 色摩君 渡辺（伸）君 

奨学金の贈呈 凌 飛 君
松波会長より、凌 飛 君に米山記念奨学金の贈呈が行わ
れました。

お祝い 齊木 貴 親睦委員
お誕生日おめでとうございます！

 ●会員誕生日
岡本 徳彌 会員 柾木 永一郎 会員
 ●ご夫人誕生日
生垣 悦子 様 小泉 順子 様 世良 和子 様 
谷口 雅子 様 波木井 優子 様 重田 伸枝 様 
濱田 まや 様
 ●結婚記念日
柳澤 信夫 会員 生垣 繁 会員 野口 哲志 会員 
若林 潤 会員 佐久間 馨 会員 クルーズ 由美子 会員
塩田 聡 会員 村山 輝忠 会員 山川 哲史 会員
石坂 想 会員
 ●入会記念日
市川 清 会員 石井 弘 会員 渡邊 敏久 会員 
花田 薫 会員 小泉 昌彦 会員 米山 元章 会員 
帯谷 昌充 会員 関 孝篤 会員 松尾 正 会員 

山川 哲史 会員 松下 幸夫 会員 茂木 常夫 会員 
色摩 和恵 会員
 ●年間出席率 100% 以上
吉岡 憲士 会員 川野 正久 会員 柳澤 信夫 会員 
朝山 浩 会員 クルーズ 由美子 会員 

会長報告 松波 登 会長
1. 地区大会記念 R 財団 100 周年ポリオ撲滅チャリティ

ゴルフの礼状と成績表等が届きました。
優勝：大塚 正一 会員　ベストグロス：佐久間 馨 会員

2. 台湾ツアー（東海クラブ訪問）のご案内
日時：2017 年 4 月 12 日（水）～ 4 月 15 日（土）
※ 詳細は次回例会時にポスティングいたします。

幹事報告 帯谷 昌充 副幹事
1. 地区大会の展示についてのお知らせ
2. ロータリーリーダーシップ研究会（RLI）パートⅡ 

開催のご案内
日時：11 月 23 日（水・祝）　9：30 ～ 17：30
場所：聖光学院中学高等学校
※横山研修委員長よりお声掛けさせていただきます。

3. ローターアクト主催「第 47 回地区年次大会」開催のご案内
日時：12 月 17 日（土）　12：30 ～ 16：30
会場：県民共済みらいホール

4. 他クラブ例会臨時変更
●川崎鷺沼 RC

11 月 23 日（水・祝）　休会
11 月 30 日⇒ 11 月 3 日（木・祝）

川崎愛児園まつり 支援品寄贈式　11：30 ～
移動例会 アンコンディション　点鐘 13：00 ～

●川崎南 RC
11 月 29 日（火）　移動例会　職場訪問

日本理化学工業株式会社
12 月 20 日（火）　年忘れ家族会　点鐘 18：30
12 月 27 日（火）　休会

5. 他クラブ会報の回覧：新川崎 RC

委員会報告
山川 哲史 親睦委員長

年忘れ家族例会のご案内
日時：12 月 21 日（水）　点鐘 18：00
会場：ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 3 階



米山 元章 ロータリー財団委員長
11 月はロータリー財団月間です。ロータリー財団へ
のご寄付をよろしくお願いいたします。

貝田 洋 会員選考委員
次期役員候補者の発表

会員卓話
村山 輝忠 会員

『自己紹介・経済の話』
自己紹介
簡単に自己紹介いたします。
村山 輝忠と申します。歳は
45 歳です。生まれと育ちは
川崎市多摩区生田です。
小学生のときは野球、中学・

高校はテニス、大学ではアメリカンフットボールをし
ていました。
野村證券入社
1995 年に野村證券に入社。柏支店に配属されました。
この年は 1 月に阪神大震災、3 月にサリン事件、4 月に
円相場が 1 ドル 79 円 75 銭と最高値（当時）をつける
など、激動の年でした。
そこから一気に株高になったり、円安になったりして
猛烈なリターンを出していきました。
北九州支店、なんば支店などを経て、現在、武蔵小杉
の支店長をしております。支店長の部屋には『千日の
稽古を以って鍛となし、万日の稽古を以って錬となす』
という宮本武蔵の言葉を飾っています。
経済・お金の話
せっかく機会をいただきましたので、経済・お金につ
いての話もしたいと思います。まず、平均年収につい
てです。戦後から 2000 年の 400 万円を超えるぐらい
までは年々上がっていました。残念ながら IT バブルの
崩壊をきっかけに下がりはじめ、現在は約 350 万円です。
これからの収入と支出の予測を見ていきますと、給料
は横ばいが続き、金利もゼロ金利に突入、年金も少な
くなる一方で物価は上がっていくと予想されます。加
えて消費税・保険料も上がっていきます。
モノ・サービスの価格変化
1970 年と 2016 年のモノ・サービスの価格変化を比べ
てみましょう。小麦 1kg の価格は、1970 年は 116 円
でしたが、2016 年には 423 円となり、3.6 倍高くなり
ました。同様にコーヒー一杯の価格は 95 円から 422
円へと 4.4 倍高くなり、映画は 351 円から 1,800 円と
5.1 倍高くなっています。やはり我々の身の回りのモノ
は値上がりしております。
日本および世界の GDP 推移
日本の GDP は 1995 年に約 5 兆ドルになり、それから
現在までほぼ横ばいです。一方米国はずっと右肩上が
りです。世界の GDP の推移を見ても 1980 年から現在
まで右肩上がりです。

日本と米国の家計金融資産
日本の家計の金融資産は 1989 年から現在までほとんど
増えていませんが、米国の家計の金融資産は大きく増え
ています。米国の家計の金融資産は、現金はあまり増え
ていませんが、有価証券とその他が大きく増えています。
ドル・コスト平均法 
投資商品には価格の変動があります。皆さんは価格の
上げ下げだけを見ていませんか。実は投資は価格だけ
ではなく量が重要なのですが、なかなかこれに気づく
ことができません。
資金を分割して均等額ずつ定期的に継続して投資する
手法をドル・コスト平均法といいます。価格が安いと
きは多く、価格が高いときには少なく買い付けるため、
結果的に平均購入単価を抑えることができます。投資は
時間分散・価格分散をすることが重要と覚えておいて
ください。最後に格言を紹介して終わりにいたします。

「相場とは、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」
本日はありがとうございました。

ニコニコリポート 相良 久征 副会場監督
川崎中央 RC 本多 みちよ 様

川崎北 RC の皆様はじめまして。川崎中央 RC の本多と申
します。5 月に入会したばかりですが、これからどうぞよ
ろしくお願いいたします。

松波 登 会長、帯谷 昌充 副幹事
村山会員、入会卓話楽しみにしております。がんばってく
ださい !

松波 登 会長、他有志一同
美和さん、先日はありがとうございました。おつりをニコ
ニコします。

川野 正久 君
村山さん、卓話がんばってください。10 月 30 日の RLI
に参加された戸川さん、大部さん、洪さん、大塚さん、長
時間ご苦労さまでした。

戸川 俊雄 君、世良 俊昭 君、洪 征治 君
村山会員の入会卓話を楽しみにしております。

茂木 常夫 君
入来さん、建武君の第 48 回全日本空手道選手権大会優勝お
めでとうございます。

入来 武久 君
村山さん、本日の卓話楽しみです。
11 月 6 日午後 4 時から、テレビ東京にて先日の全日本空
手道選手権大会が放送されます。ぜひご覧ください。

クルーズ 由美子 君
本多様ようこそいらっしゃいました。本日はよろしくお願
いいたします。

小林 政男 君
ごぶさたしています。村山さん卓話がんばってください。

若林 潤 君、宮崎 秀樹 君、横山 芳春 君、朝山 浩 君、
山川 哲史 君、クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君、
藁科 義弘 君、小林 美和 君

村山さん、本日の入会卓話がんばってください。


