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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「八尾ロータリー讃歌」　　　

●ゲストの紹介　白川圭介様

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　吉本憲司委員

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」　「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

▼卓　話　「上方芸能について」　白川 圭介 様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

2/21　子供食堂様

2/28　プロゴルファー　山本善隆様

3/7　「インターアクト活動報告」

　　　　　　金光八尾高校インターアクトクラブ

3/14　職業奉仕委員会　笠井　実　副委員長

3/28　佐々木　洋　名誉会員

4/4　「私を語る」　友田　昭 ・ 曽家清弘会員

　大変寒い日が続いています。又、インフルエン

ザの流行も最大級だと聞いております。手洗いと

ウガイを欠かさず、予防策を忘れずに乗りきって

ほしいと思います。

　今日は月初と言う事で、ロータリーソングは君

が代と奉仕の理想を唄いました。さてこのロータ

リーソングですが、いつ頃から歌われる様になっ

たのでしょうか。実は1905年設立当時から歌わ

れていたようですが、当時は流行歌を合唱して

たようで、まだまだ定着していなかった様です。

　相互扶助と親睦のみを目的として発足したRC

でしたが、その考え方があまりに利己的ではない

か、と言う考え方が出てきました。親睦派と新た

な概念を取り入れた奉仕派の2つに分かれ議論

となり、1907年になってもクラブが分裂した状態

が続いて出席率も低下しました。すっかり親睦の

雰囲気は色褪せていたとき、歌うのが大好きだっ

たハリー・ダグラス会員に「君が毎週立ち上がっ

て楽しく歌う事にしたらどうか」と提案しました。そ

の後ソングリーダー、ハリーの指揮による皆の合
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唱で例会が明るくなり、再び友情を取り戻してシ

カゴRCは解散の危機を免れたそうです。

　日本で言えば1920年の東京RCが最初ですが、

初めは英語のロータリーソングを歌っていたよう

です。子供の遊びだ、と消極的だったのですが、

すぐに受け入れられる様になり、日本語版の

ロータリーソングを求める声が大きくなりました。

　1935年、京都に於ける地区大会で「奉仕の理

想」「我等の生業」が日本語ロータリーソング入選

作として発表され、1952年に「手に手つないで」

1953年に「それでこそロータリー」が誕生しました。

　世界では、歌われている国とあまり歌われてい

ない国が有るようです。皆で同じ歌を歌うことは、

ただそれだけで身内意識を高めるものなのかも

しれません。

▼３日に地区の補助金管理セミナーが開催

されました。

▼10日に地区チーム研修セミナーが実施さ

れます。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼高砂様から寒中見舞いとしておかきを、ま

た山徳様よりバレンタインのチョコレートをい

ただいております。

▼陳　韋宏　様

　12月に日本語の試験を受け先日、合格の

通知が来ました。日本語がだんだん理解で

きるようになってきましたが、まだわからない

こともたくさんあります。

　これからも日本語や日本の文化を学んでい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。

▼RYLA実行委員会・田中　康正　副委員長

　11日にRYLAの会場となります関西大学の

堺キャンパスへ打ち合わせに行ってまいりま

す。一人でも多くの受講生の募集にも、ご協

力をお願いいたします。

▼野球部・野村　俊隆　会員

　この度、山本（勝）監督から濵岡監督に交

代することになりました。役員も交代し、心新

たに取り組んでまいりたいと思いますので、こ

れからも応援よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「マーケットあれこれ」

▼小谷　逸朗　会員

　以前、2014年に同じ

テーマで卓話したとき

に私が言ったことが正

しかったかどうか、検証してみたいと思います。

　日経平均は上昇すると見通しましたが、翌

年には２万円を突破しました。卓話後の一年

間は、ほぼ当たったと思います。

　しかしその後、イギリスのEU離脱やアメリカ

でのトランプ大統領当選などの要因があり、

マーケットも軟調になりました。

　やがて、しばらくすると、トランプ大統領へ

の期待感などから上げてきました。アメリカは

利上げし、日本も実体は金利が上がってい

ます。トランプ大統領が就任してからは、経

済にとっても大きな成果のある一年だったと

思います。

　新興国は深刻になると申し上げましたが、ト

ルコ・リラなどは今も厳しい状況が続いていま

す。

　トランプ大統領の政策や金融については、

大規模なインフラ投資につきましては計画も

まだの状況です。またメキシコ国境の壁につ

いても、試作品が発表されただけになってい

ます。大型減税については、可決されました。

10年で1.5兆ドルという大規模な減税です。

　アメリカの成長率は伸びており、失業率も

改善、インフレ率も改善しています。NYダウ

は３割以上も上昇しました。ただし少し上げ

過ぎたために今週、暴落がありました。

幹　事　報　告

米 山 奨 学 生 よ り

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



　トランプ大統領の支持率は37％と低い水準

ですが、それでも強烈な支持者が多いのが

特徴です。今年の中間選挙でも、期待が持

てるのではないでしょうか。

　今回の暴落は665ドル、2.5％も下がりまし

た。これまでに、あまりにも着実に上がり過ぎ

たこともあると思います。業者が空売りをかけ

ましたが、自動的にロスカットされ、余計に下

がってしまったと考えられます。

　アメリカはPERが19を超えると過熱感が出て

くる、と言われています。日本の株価は、PER

が13～16ぐらいが適正です。16倍を超えると、

下落すると思われます。昨日のように14倍を

割ったところあたりで買うと、反発しやすいと

考えています。

　企業の３月決算が出揃うのは５、６月頃で

す。５月の連休から６月にかけては、株価は

上昇するとされています。

　現在、株を買うために準備しておく証券会

社のMRFは、過去最大の金額にまで積み上

がっています。

　また来年５月の天皇即位のときに、株価が

ボロボロというわけにはいかないと思われま

す。そして再来年には、東京でのオリンピック

が控えています。

　しかし北京もブラジルも、オリンピック開催

の前年までには、すでに天を打っています。

　日本としては来年の５月までは、何があっ

ても下げるわけにはいかないでしょう。

　「騰落レシオ」とは、値上がり銘柄の数を値

下がり銘柄の数で割ったものです。120％以

上なら「過熱」、80％以下なら「底値圏」と考

えられます。

　RSIなどの去年の実績データを見ても、そ

れが証明されています。ですので指数が基

準を下回っているときに買っておくと、１～２

か月後には利食いができると思います。

　これらはプロが使う指標ですが、今回は下

がるべくして下がったような気がします。ただ

先々は、再び元の調子に戻っていくのでは

ないかと思っております。

▼菅野会長 小谷さん、本日卓話よろしく。

▼宇野副会長　小谷さん、卓話よろしくお願

いします。誕生内祝い。

▼長竹幹事 早いもので在籍10年になりました。

▼居相会員　昨日は、佐野さん、菅野会長

はじめ多数の皆様、娘　山村若静和と師匠

及び地方（じかた）による山村流上方舞の観

賞にご参加いただき、ありがとうございました。

心から御礼申し上げます。

▼中西（啓）会員　良い事がありました。

▼池尻会員 ニコニコご協力ありがとうございます。

▼中川（將）・澁谷会員　在籍内祝い。

▼山本（昌）会員　越中八尾50周年式典参

加よろしくお願い申し上げます。誕生内祝い。

▼中川（廣）会員　バッジ忘れ。早退。

▼小林会員　在籍内祝い。ご夫人誕生日。

▼稲田会員　100％出席例会、欠席お詫び。

例会欠席お詫び。

▼田中会員　濱岡会員、先日は大変お疲れ

様でした。ありがとうございました。長竹幹事、

ニ　コ　ニ　コ　箱

日時：２０１８年２月７日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.八尾ＲＣＰＲ用ＤＶＤの件

4.新年例会収支報告の件

5.新入会員（鼓呂雲健造様）の件

6.金光八尾高校卒業式・入学式お祝い

の件

7.米山感謝祭の件

8.米山奨学生終了者歓送会の件

9.越中八尾ＲＣ創立５０周年記念式典の

件

理事会議事録



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 柏木武生宜　　副委員長 ▼ 相馬　康人
委 　員 ▼ 中島　　孝夫　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

1/24

1/31

2/7

会員数

56

56

56

出席

44

45

39

うち出席規定
適用免除者

11

12

10

メーク
アップ

0

出席率

86.27％

86.54％

78.00％

確定
出席率

86.27％

お世話になりました。写真有難う。

▼濱岡会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼奧谷会員　写真有難う。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。

小谷さん、卓話よろしくお願いします。

▼野村会員　本日、野球部の会計を幡田さ

んに引き継ぎました。幡田さん、これからよろ

しくお願いします。

▼西村会員　良い事がありそうな気がしま

す！ご夫人誕生日。

▼小谷会員　本日の卓話よろしくお願いしま

す。バッジ忘れ。

▼大槻会員　誕生内祝い。

▼北野会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

理事会

地区補助金
管理セミナー

地区チーム
研修セミナー

平和と紛争予防／
紛争解決月間 月

月 火 水 木 金 土 日

理事会

PETS（会長エレクト
研修セミナー）

水と衛生月間

月

2018-19年度　ＲＩ会長テーマ

BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう

2018-2019年度

バリー・ラシン会長

（バハマ、イースト・ナッソーＲＣ）
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