
本日のロータリーソング「奉仕の理想」 

奉仕の理想に 集いし友よ 御国に捧げん 我等の生業 

望むは世界の 久遠の平和 めぐる歯車 いや輝きて 

永久に栄えよ 我等のロータリー ロータリー 

求むるところは やわらぎむつみ 力むるところは  

向上 奉仕  おゝロータリアン 我等の集い 

 

２０１５年１０月６日発行                 第２７２５回例会 

 

―本日のプログラム― 

お祝事 

米山月間に因み 

米山奨学生 リュウカヒン君 卓話 

 

 

―次回以降のプログラム― 

10/13 休会 

10/20米山月間に因み  

毛利米山委員長・菊地地区委員卓話 

10/27 5分間卓話  

会員手帳順 秋田会員より 

 

 

第 2724回例会記録（2015年 9月 29日開催） 

 

点鐘・ソング 糸賀会長 ・ それでこそロータリー 

ビジター 第 21 回地区親善野球大会実行委員長 中島邦夫様（牛久ＲＣ）  

会長報告 

糸賀会長 

１.竜ケ崎市ボランティア協議会主催の常総市水害義援金、街頭募金活動が

竜ケ崎ショッピングサンターサプラで 9月 26日にあり、出席して参りまし

た。 

2.たつのこ柔道大会支援についての要請がありました。会場は龍ヶ崎総合

体育館たつのこアリーナにて。開催日時は平成 27 年 10 月 25 日（日）9

時開会。 

3.9 月 27 日（日）～28 日（月）親睦委員会主催の親睦旅行に会員 11 名の参

加を頂きました。1 日目は大宰府天満宮に参拝し、黒川温泉で昼食をと

り、熊本市内の馬刺し専門店で夕食をとりました。二日目は、水前寺公園

 

ＲＩ第 2820地区 第 7分区 

 

竜ケ崎ロータリークラブ 週 報



を見学した後、Ｒ.Ｉ.第 2720地区熊本南ロータリークラブの例会に出席し、

野田三郎ガバナーに手厚いおもてなしを頂きまして、例会終了後も熊本

城見学に同行して頂きました。 

幹事報告 

寺田幹事 

 

 

 

 

受付書類： 

10月のロータリーレート 1 ドル＝120 円 

回覧： 

①バギオ基金第 37 回バギオ訪問交流の旅募集要覧 

②10月経済と地域社会の発展月間、出版物一覧表 

③2015-16 年度 7 月～8月のロータリー財団寄付一覧表 

＊クールビズは本日をもち終了致します。 

委員会報告 

出席 

工藤委員長 

 

 

 

 

 

 

 

親睦 

滝澤委員長 

 

社会奉仕 

渡利委員長 

 

 

 

 

池田ＳＡＡ 

 

会員 33 名、出席 25名、出席免除 1 名（北君）      出席率：78.13％ 

先々週の訂正出席率：87.50％ 

欠席： 荒井君、倉沢君、小野瀬君、田坂君、沼野君、関口君、大貫君 

メークアップ： 糸賀君、寺田君、渡利君、阿部君、山崎君、倉沢君、滝澤君、小島

（律）君、毛利君、若井君、大竹君（熊本南ＲＣ）・倉沢君、石嶋君、岩田

君（古河 RC 公式訪問）・倉沢君、糸賀君、杉野（勝田 RC 公式訪問）・

倉沢君、大竹君、関口君（鹿島中央 RC 公式訪問）・倉沢君、菊地君、

工藤君（米山カウンセラー・準世話クラブ担当者及び米山奨学生と

の交流会） 

 

親睦旅行へ参加できなかった皆さん全員にお土産を買って参りました。 

 

 

今年も例年通りふれあい広場にバザーで参加致します。皆さん全員必ず 

1品以上の物品提供をお願い致します。前年度の反省を基に、値付けは安く 

なりすぎないよう提供して頂く方がつけて下さい。物品は、10/16 までにガ 

バナー事務所へお願い致します。 

 

10 月より 3 カ月間の新しい席次表を本日配布致しました。 

 

 

第 21回地区親善野球大会実行委員長 挨拶 

中島 邦夫様 （牛久ＲＣ） 

 野球大会が行われる 10月 11 日には、ライラセミナーの閉校式があり、行政でも運動会などの

様々な催しがあることが予想される為、参加者が少ないのではないかと心配しておりましたが、県

から 6 チーム（日立北ＲＣ、水戸ＲＣ、水戸南ＲＣ，水戸東ＲＣ、つくば学園ＲＣ、牛久ＲＣ）が参加致します。



牛久ＲＣも人数が少ない為、竜ケ崎ＲＣより阿部さん、沼野さん、滝澤さんをお借りしています。 

今回は、阿見のグラウンドで行われます。竜ケ崎クラブより、 

20名ほどのお手伝いを頂けるということですので、役割分担等 

は、当日朝、発表しますが、テントの張り、テーブルの準備、豚汁 

等の友愛コーナー等のお手伝いがあると思います。 

開会式が 8時 15分、7時半に登録受付を開始しますので、 

7 時前に各チームのご来場が考えられます。その前に皆さんには 

ご来訪頂けますようお願い致します。 

何分、成功への開催としたいと思いますので、大変ですが、皆さんのご支援、ご協力をよろしくお

願い致します。 

 

新会員卓話 

               片平 正夫 君 

早くも入会してから 3 か月弱が経過致しました。今までも 2 つ 

のロータリークラブで卓話を経験しておりますが、何度やっても 

慣れないもので、今日は銀行の資料を借り「投資」というテーマ 

でお話させて頂きます。 

今日も日経平均が 600円以上下がっており 17,000円を割っ 

たような状況でございます。理由は中国の減速感、アメリカの利 

上げ予測、原油価格下落を背景に動揺が続いており、市場も乱高 

下をしております。そこで本日配布しました「成長を続ける世界経済と分散投資の重要性」という資

料をご覧下さい。 

◆先進国・地域の経済見通し 

先進国・地域の成長率は、2014年の 1.8％から 2015年には 2.1％、2016 年には 2.4％と緩やかな

成長が予想されます。日本もマイナスからプラスに転じると予想されています。なお、新興国につい

ては、中国市場に減速感が漂う中、原油輸入国のインドが原油安の恩恵を受け、相対的に大変好調

な経済成長をたどっています。世界経済のけん引役である米国が安定的な経済成長が続いていま

すから、株式市場にとって息の長い緩やかな上昇が期待できるとみられています。 

◆世界の景気動向 

 2000年までは、先進国と新興国地域において大きな成長率の差異は見られませんでしたが、

200年前半からリーマンショックに至るまでは新興国が世界の経済成長のけん引役となりました。 

ここ数年の動きを見ますと、先進国が低い乍らも安定感は出ています。主要各国・地域の失業率を

みても、世界的な経済成長を受け、失業率が低下傾向です。 

◆日米欧各国 10年国債の利回りの推移 

ギリシャショックや欧州危機が騒がれた 2011-12 年にかけて欧州各国の国債の利回りは大きく上

昇し、その後、安定に向かうにつれ、欧州各国を含む先進国の国債利回りは低下基調をたどりました。

日本は、そのギリシャよりも財政収支、政府責務残高が遥かに高く、これだけみれば日本は大変危



険な状況にあると見られますが、それでも日本の国債がいまだに買われているのは、国内機関投

資家や個人投資家を中心に買い手の多くが日本国内であるからと言われています。 

◆資金運用の必要性 

 ①ゆとりあるセカンドライフには月額約 35万円必要だが、標準的な夫婦 2 人分の年金額は 22.1

万円と、毎月 13.3 万円不足してしまう。 

②日本の平均寿命は男性８３歳、女性 88歳で、100名の 60歳の方のうち、80歳まで長生きする

人が、男性 66％、女性 83％とセカンドライフは思ったより長い。 

③少子高齢化により、1970年には、現役世代 9.8人で引退した世代 1人を支えていたが、2025年

には、現役世代 1.9人で引退した世代 1 人を支なければならず、公的年金には不安がある。 

④2013年日銀による量的・質的金融緩和の導入以降、日本のインフレ率は上昇基調。保険医療費

の個人負担分が上昇していることは実感されているはず。インフレになると預貯金の範囲内で

長い人生をゆとりを持って過ごすことは難しい。インフレ率が 2％になるまで、日銀は金融融和

を続ける為、来るインフレ率 2％時代への備えをしておく必要がある。 

⑤平均の大学卒男性の退職金は 2,400万円。ゆとりある生活への毎月の不足額 13 万円を取り崩

していくと、約 15年でゆとりある生活は終わってしまう。男性平均寿命 83才まで夫婦でゆとり

ある生活を続ける為には 2,400万円を年 4.1％で運用する必要がある。 

⑥米国・欧州に比べると、日本は現金・預金に偏在しています。 

デフレ経済なら元本が減らない預貯金は優良資産だが、インフレ経済に変化していくと、投資

を増やしていくように変える必要がある。 

◆資金運用のコツ 

お金の使い道を決めて資産を配分することが大事です。 

バランスよく（投資対象の分散）、じっくりと（長期での投資）、コツコツと（投資タイミングの分散を 

することで不必要なリスクを減らせます。 

◆投資信託で分散投資 

 分散投資を正しく実践するためには、たくさんの資産や銘柄を保持する必要があり、個人で実践

するのは大変ですが、投資信託であれば、100銘柄～1000銘柄以上保有しているものもあり、投資

信託一つ保有するだけでかなりの分散効果が期待できます。 

◆分散運用で資金運用のベースづくり（コア・サテライト） 

運用資産を、中長期的に安定的なリターンを期待する「コア（核）」資産と、投資環境に応じて積極

的にリスクを取り、比較的高いリターンを期待する「サテライト（衛星）」資産に分けて運用する考え

方を「コア・サテライト」といいます。コア資産には、分散投資を行うバランス型ファンドなどが向いて

います。コアとサテライトをバランスよく組み合わせることで、全体としてリスクを抑えることができ

るのです。 

当行では、創立 80周年を記念して、4ヵ国 8資産に分散投資を行っている当行専用の記念投資信 

託（プラチナ8）を販売していますので、コア資産として保有していただくと、資産運用のベースづく

りになると思います。本日は貴重なお時間を頂きましてありがとうございました。 

 



 

 

 １０月のお祝い 

お誕生日：    1日 小島孝之君    5 日 沼野晃弘君    19 日 毛利昭男君  

１９日  荒井  宏君 

奥様お誕生日： １６日 寺田三枝子さん 

結婚記念日：   １０日 毛利昭男君と貞子さん    24 日 関口英樹君と真由美さん 

31日  山崎恭弘君と和子さん 

おめでとうございます 

 

 

 

9/27（日）～28（月）  親睦旅行 於：熊本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者 11 名でしたが内容の濃い記憶に残る親睦旅行でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦委員のナイスな企画に感謝です。 

 



 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥１０．０００ 毛利君 2 日間楽しい旅行でした。滝澤、阿部両君と小島（律）さんには大変お世話になりました。ありがと

うございました。 

￥ ５．０００ 糸賀君 親睦旅行で親睦委員の皆さんと参加者の方々と楽しい旅が出来ました。中島地区野球大会実行

委員長お世話になります。 

￥ ５，０００ 渡利君 九州旅行では大変お世話になり楽しく行って参りました。 

￥ ５．０００ 阿部君 皆さんのお陰で熱いおいしい熊本の旅を満喫しました。中島さんを歓迎して。 

￥ ３，０００ 滝澤君 会員の皆様にご協力を頂きまして、無事親睦旅行が出来ました。ありがとうございました。 

￥ ３，０００ 山崎君 この度の親睦旅行では、糸賀会長、寺田幹事、滝澤親睦委員長、阿部親睦委員、小島親睦委員に

は大変お世話になり有難うございました。 

￥ ３，０００ 寺田君 親睦旅行でお世話になりました。滝澤さん、阿部さん、小島さん、大変お疲れ様でした。 

￥ ３，０００ 小島（律）君 旅行とても楽しかったです。皆さんとたくさんお話しができて嬉しかったです。お疲れ様でし

た。 

￥ ３，０００ 若井君 親睦委員さんの細かな気配りのおかげで楽しい旅行が出来ました。委員の皆様ご苦労様でした。 

￥ ３，０００ 池田君 親睦委員長の滝澤さん、ご苦労様でした。お土産を頂きました。 

￥ ３,０００ 中島邦夫様（牛久ＲＣ） 本日はお世話になります。  

￥ ２,０００ 大竹君 滝澤委員長、小島律子さん、阿部さん、ごくろうさまでした。 

￥ ２,０００ 片平君 卓話、宜しくお願い致します。 

￥ ２,０００ 杉野君 親睦委員の皆様、旅行のおみやげ、ありがとうございました。 

￥ ２,０００ 岩田君 中島さん、地区親善野球大会、よろしくお願い致します。竜ケ崎ＲＣは感謝しております。 

￥ ２,０００ 秋田君 中島さん、ようこそ 

￥ 1,０００ 久保君 おみやげ頂きました。 

￥ １,０００ 工藤君 お土産を頂きました。ありがとうございました。 

￥ １,０００ 諸岡君 早退させて頂きます。 

￥ １,０００ 小島（孝）君 早退します。                      その他 ￥２,０００ 

 小計 20 件 ￥6２,000    累計 142件 ￥518,000 

 

例会を欠席される方は当日午前 10 時までに、山崎副ＳＡＡ（電話 090-3242-6803）に必ずご連絡ください。 

 

ＲＩ第 2820地区・第 7 分区  竜ヶ崎ロータリークラブ   創立：1959年 11月 25 日 

☆会長・糸賀祥治 ☆幹事・寺田寿夫 ☆ＳＡＡ・池田八郎 

☆ 例会場：常陽銀行竜崎支店２階 〒301-0011竜ヶ崎市横町 4209 電話 0297-62-2112 

☆ 例会日：火曜日・12：30～13：30                URL:   http://ryugasaki-rc.org/ 

☆ スポンサークラブ：土浦ロータリークラブ ☆姉妹クラブ：仙台東ロータリークラブ 

http://ryugasaki-rc.org/

