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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

　　金光八尾高校インターアクトクラブ顧問

　　　　前田裕子様

　　　　森祥太郎様

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事の時間」

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

12/19　上半期を振り返って　　山本勝彦会長

1/9　　新年初例会　シェラトン都ホテル

1/16　「私を語る」大橋裕之・川村健司会員

1/23　「私を語る」竹中浩人・竹原信二会員

　先ほどは年次総会が無事終了し、ありがとうございま

した。ご承認いただいた体制で、次年度に向かってよ

ろしくお願いします。

　また今週末には、今年度の地区大会が開催されま

す。7日（金）は、例年行われている分科会はないそう

です。夜にはＲＩ会長代理の歓迎晩さん会がございま

す。8日（土）の本会議には、多数ご参加ください。全

員登録で、全員に参加義務があります。地区大会の

登録料は、会費とともに請求させていただいています。

　地区大会はＲＩから毎年開催するように、とのことで、

年度の前半に行うことが推奨されています。地区大会

の目的は、親睦や講演、問題の討議などによりロータ

リーの目的を推進すること、となっています。

　親睦、そして勉強のためにも、皆様のご参加をよろし

くお願いいたします。

▼先月29日に吉田会員のお父様が逝去されました。

家族葬のためご連絡が今になりました。クラブからは

弔電と供花をさせていただきました。

▼本日夜、イルミネーションの点灯式が行われます。

▼7、8日に地区大会が開催されます。7日は会長幹事

会に会長と私で出席します。また特別講演と対談がご
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ざいます。8日はPM1:00にクラブで集合します。本日

お配りしています名札をお忘れなく持参ください。

▼9日に大阪なにわRCの創立35周年記念式典に、会

長と幹事で出席します。

▼本日、新しい会員名簿をお配りしております。

▼次週は忘年家族会です。昼はなしで、例会は

PM5:30からです。

▼本日例会後、理事会を開催します。

　次の通り、承認されました。

2019－2020年度　理事役員

会 長　：　笠井　実 会員

直前会長　：　山本勝彦 会員

副 会 長　： 小谷逸朗 会員

幹　　　事　：　吉田法功 会員

会　　　計　：　濵岡千寿郎 会員

Ｓ  Ａ  Ａ　：　稲田賢二 会員

クラブ奉仕担当理事　 ：　小谷逸朗 会員

職業奉仕担当理事  　：　西村　衛 会員

社会奉仕担当理事　  ：　川田　隆 会員

国際奉仕担当理事　  ：　児林秀一 会員

青少年奉仕担当理事　：　田中康正 会員

会長ノミニー　：　飯田寛光 会員

▼笠井　実・会長エレクト

　ご承認いただき、ありがとうございます。次年度はこ

のメンバーで頑張りますので、よろしくお願いいたしま

す。

▼飯田　寛光・会長ノミニー

　ただいまご承認をいただき、

謹んでお受けさせていただき

ます。60周年という節目の年ですが、皆さんにご協力

いただけるよう精一杯頑張りますので、よろしくお願い

いたします。

▼マクドナルド・ミカエラ・マリ様

　祝日の大切さを感じました。収穫感謝祭とクリスマス

という、２つの祝日があります。

　クリスマスは、ごちそうをたくさん食べられます。また、

普段会えない人とも会える機会です。私にとってもクリ

スマスはとても大事で、家族と過ごすクリスマスのことを

考えます。家族によってやり方に違いがあり、祝い方も

いろいろあるようです。

　日本に来て、祝日の大切さがわかりました。祝日に

はいい思い出がたくさんあります。私の国の良い面に

も気づきました。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　昨日から近鉄八尾駅でポスターの第2弾を掲載中で

す。来週月曜までですので、皆様ぜひご覧ください。

▼社会奉仕委員会・松井　良介　委員長

　本日ＰＭ６：００から、本町２丁目公園でイルミネー

ションの点灯式を行います。皆様ご参加ください。

▼親睦活動委員会・長竹　浩　副委員長

　次週は忘年家族会です。会場は駐車券のサービス

年 次 総 会 を 開 催
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がなく、駐車料金は実費負担となりますので、ご注意く

ださい。電車の場合は京阪・渡辺橋駅か地下鉄・肥後

橋駅が近いです。

「来年のマーケットについて」

▼ブーケ・ド・フルーレット・馬渕　治好　代表

　今回が３度目の卓話です。今日

は世界のマーケットの見通しにつ

いて、お話しします。何か皆様の

参考になれば、と思います。

　間もなく2019年を迎えるにあた

り、特にアメリカの動向が気になるところです。私は先

月、ニューヨークとワシントンを取材で訪問しました。い

ろんな方の話を聞きましたが、皆さん総じて強気でし

た。

　このところマーケットが少し荒れていますが、いった

ん戻るのではないかと思います。ただ来年は、アメリカ

経済は後退期に入ると思っています。

　そして日本株も、来年真ん中ぐらいに安くなると予想

します。「消費税が上がってから落ち込むのでは？」と

懸念される方もあるかもしれませんが、消費増税につ

いては、年前半に織り込んで落ち込むと見ています。

株価は来年、一時的には２万円を割り込む場面もある

と思います。

　米国株式について、株価を企業利益で割ったPER

はトランプ大統領当選後に期待で上昇したものの、こ

こにきてまた下がってきています。

　今年の反動、利上げ、関税引き上げの３点が、アメリ

カの景気後退の要因になると思われます。中国への

関税が引き上げられると、アメリカの経済も傷むことに

なりそうです。

　中古住宅の在庫は低いレベルになっています。住

宅価格は高いのに、なぜかと言いますと、人々が「今

売るよりも先にした方が、まだ値段が上がる」という、売

り惜しみのようです。

　労働者のコモディティ化も進んでいます。企業のノウ

ハウはこれまで、従業員が持っていましたが、最近は

情報システムがそれを吸い上げてしまいました。この

ため従業員はノウハウを持たなくても、極端に言えば

ただの人間であれば問題ない、ということになります。

このためいったん景気が悪くなれば、バッサリと首を切

られるのです。

　アメリカ企業がこれまでお金を借りていたのは、金利

が低いからです。しかしその使い道がないので今、自

社株買いが増えている状況です。

　この先、金利が上がると悪循環が一気に発生するか

もしれません。債券バブルが崩壊する可能性もありま

す。しかし、リーマンショックの再来は、ないと思います。

　日本経済も、来年の後半は明るいと思います。ただ、

アメリカが崩れると、日本も影響受けてしまうことになる

でしょう。

　最後に中国について、景気拡大のスピードは近年

落ちていますが、オーストラリアからの輸出を見ると、

最近は伸びています。このため中国経済が急激に悪

くなることはないだろう、と見ています。

▼山本会長　本日、年次総会です。よろしくお願い申

し上げます。馬渕先生、卓話よろしくお願い致します。

▼稲田副会長　馬渕様、本日卓話よろしくお願い致し

ます。

▼柏木副会長　馬渕様、本日卓話よろしくお願い致し

ます。前回例会の遅刻お詫び。本日のイルミネーショ

ン、松井委員長お疲れ様です。

▼澁谷幹事　今週の7,8日の地区大会、参加宜しくお

願いします。

▼佐々木名誉会員 バッジ忘れ・例会欠席お詫び。

▼佐野会員　八尾市制70周年記念誌の表紙に当社

の商品が記載されました。

▼坂本会員　米山奨学生マクドナルド　ミカエラ　マリ

さん、例会出席ご苦労様でした。よろしくお願い致しま

す。名簿ありがとうございます。

▼中川（將）会員　誕生内祝い。

▼井川会員　在籍内祝い。

▼宇野会員　長期例会欠席申し訳ありません。

▼飯田会員　ご夫人誕生日。

▼吉本会員　橋本元会長のご冥福をお祈り致します。

色々お世話になりました。ありがとうございました。

▼濵岡会員　宇野さんカレンダーをありがとうございま

ニ　コ　ニ　コ　箱

卓　　　話



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 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

11/21

11/28

12/5

会員数

62

62

62

出席

39

46

42

うち出席規定
適用免除者

10

14

14

メーク
アップ

0

出席率

76.47％

83.64％

76.36％

確定
出席率

76.47％

す。良い事が有りました。誕生内祝い。

▼松井会員　本日イルミネーション点灯式、宜しくお

願いします。

▼津田会員　例会欠席お詫び。

▼奥谷会員　早退お詫び。

▼長竹会員　来週、忘年家族会宜しくお願い致します。

▼野村会員　先週は例会欠席しまして申し訳ありませ

んでした。委員会メンバーの皆さんありがとうございま

した。

▼小谷会員　馬渕さん、卓話よろしくお願いします。

▼大熊会員　いつもありがとうございます。誕生内祝

い。

▼福田会員　会社のカンバンが新しくなりました！み

なさん、お近くを通られた時は遊びに来て下さい。ま

た、ご近所八尾南のコロンさんの所のお店が、モーニ

ングとランチ始めてますので、お知らせ致します。

▼幡田会員　宇野会員カレンダーありがとうございま

す。いつもニコニコありがとうございます。

▼相馬会員　昨日より近鉄八尾駅にてポスター第二

弾が掲出されております。みなさん奮ってご覧下さい。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時２０１８年１２月５日（水）

承認事項

1.議事録承認事項

2.会計報告

3.秋の親睦旅行収支報告の件

4.忘年家族会ピアノ先生・事務局参加の

件

5.忘年家族会金光八尾高校ＩＡ顧問参加

の件

6.新入会員研修会収支報告書の件

7.新年初例会の件

8.大阪フレンドＲＣ創立20周年記念講演・

祝賀会の件

9.事務局年末年始休暇の件

理事会議事録
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