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第２９７９回 例 会 記 録
日時：2020年10月22日(木)12:30～

2020年10月29日(木) 12:30～

会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：乾
淳 ＳＡＡ

会 員 卓 話

奥 山 雅 行 君

★開 会 点 鐘 ：島田 光隆 会長
★国
歌：－
★Ｒソング：それでこそロータリー
★四つのテスト：－

会長報告

島田

2020年11月 5日(木) 12:30～

ゲスト卓話：稲葉 聡 様
JA 遠軽 厚生 病院

光隆 会長①

皆さん こんにちは。
先週から今週に掛けて、北海道新聞には遠軽高校
の記事がいくつも掲載されました。一つは、ラグビ
ーの関係です。18日の日曜日に帯広の森球技場で開
催された第73回北海道高校ラグビー北大会の決勝戦
において、遠軽高校が旭川龍谷高校にわずか3点及
ばず惜敗したという記事です。
二年連続して同じ顔合わせで強豪校同士の戦いと
なり、遠軽からも多くの父兄や関係者が応援に駆け
付けたもののたいへん惜しい結果となりました。ま
た、翌19日に行われました第3代表決定戦において
も、前日の決勝戦の疲れもあってか函館ラサール高
校に12対59で敗れ誠に残念ですが5年ぶりの花園を
逃す結果となりました。今年は1～2年生主体の若い
チームとのことですので、ラグビーの殿堂でありま
す花園ラグビー場への出場は来年度に期待したいと
思います。
二つ目は、20日の朝刊に遠軽高校において「民間
就職出陣式」が行われた旨の記事が掲載されまし
た。3年生172人のうち、昨年より8人多い30人が民
間への就職を希望しているそうです。19日行われま
した私の職場の採用試験では遠軽高校の生徒さん4
名が受験されました。ここ数年増加傾向でありまし
たが昨年より更に希望者が多くたいへんうれしく思
っております。
8月20日の例会挨拶でも申しあげましたが新型コ
ロナの影響により新規採用を見送る企業が増えてい
るとのことで、今年の就職戦線は例年になく学生・
本日のプログラム
生徒さんにとって厳しい状況のようです。職場の話
で恐縮ですが実体経済の一端として紹介させていた
だきました。

幹事報告

院長

高井 一博

幹事②

１．遠軽町表彰条例の規定に基づき当クラブが町
政の発展に功績のあった団体として表彰決定。
表彰式は11月4日㈬午後2時より遠軽町保健福
祉総合センターげんき21多目的ホールにて挙行。
島田会長が出席。

２．北海道家庭学校より、園遊会に対して礼状。
３．元会員の日野邦彦様より、新天地に着任、ま
た激励のメッセージも添えられた葉書。
４．RI日本事務局より、MｙRotaryサイトにて一
部アカウント登録が正常にされない等の不具合
が発生、改善中。
５．“世界ポリオデー”2020年10月24日、日本の
ロータリー100周年記念 ポリオ根絶 オンライ
ンチャリティーコンサートが2750地区東京三
鷹RC主催により開催、YouTubeにてポリオ根
絶への寄付も視聴と共に協力要請。
https://youtu.be/J6HvIRfIB_4、公式サイト
https://polio.mitaka-rotary.org。配信は当日
18時～20時更に翌25日20時まで視聴可能。

委員会報告

◇遠藤 利秀 国際奉仕委員長③

毎年、皆さんにお願いしている一会員100ドル
の財団年次基金への寄付が今日現在、2名です。
ロータリアンの奉仕の精神に則り多くの会員の皆
④
様のご寄付をお願いします。
10月のロータリーレートは１ドル105円です。
【名前等後の○数字は写真の番号】
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米国株の現状と未来
～資産運用先として考える

(株)クレストコンサルティング所属
長嶋 宏明 君
昨年、金融庁から発表された年金不足2,000万
円問題ですが、先日札幌で行われた研修会に参加
して実は、2,000万円ではなく3,500万円必要との
ことです。この研修会はこの報告書を作成した方
が講師でしたので、報告書作成に関して柔らかく
したということだと思います。
現在、国の政策として物価上昇2％を目標とし
ています。ですが、この物価上昇何もしなければ
どうなるのか？ 1,000万円銀行やタンス預金を
していると、物価上昇2％で30年で貨幣価値は約
半分の約550万円になり、物価上昇3％で20年だ
と貨幣価値は同じく約550万円になります。昨年
の10月に消費税が8％から10％へ上昇し、今まで
108円で買えていたものが110円出さなければ購
入できないことになります。このことは単に貨幣
価値は2％下落したことを示しています。このた
った2％ですが、10年20年経過するとどうなるの
か？ 日本はここ20年物価上昇していません。日
本ではホテル代金が約1万円と考えると、物価上
昇しているアメリカと比べるとこの2~2.5倍の価
格が通常の料金となります。それだけ、物価上昇
というのは大きな差を形成します。
そこで、皆さんの資産をアメリカ株で運用する
とどうなるのかということを考えていきたいと思
います。まずはニューヨークダウ指数をみていき
ます。ニューヨークダウは現在28,000ポイントで
すが、私が証券会社に入社した当時は9,000ドル
で、当時は途中、ネットバブルやリーマンショッ
ク、コロナショックを経験しましたが、その時は
一時下がっても、時間をかけて元に戻り、現在は
その時を上回っています。

出席報告

須藤順一
出席委員長

例会日

さらに、S&P500指数をみていくと【上図】、同
じことが言えますし、この指数を数字で見ていく
と明らかに上昇していることがうかがえます。ア
メリカの経済は人口増加と物価上昇が常に発生し
ており、資産を運用する環境としては、非常に良
いところだと言えます。また、ナスダック指数を
見ていくと、ベンチャー企業が多く、こちらの指
数も幾度かの経済ダメージを克服しながら、右肩
上がりに上昇していることが明白です。
今度は世界でも有名な企業のアマゾンを見てい
きます。こちらも右肩上がりで上昇しています
が、最初は本の通信販売でした。現在は動画配信
等で業績を伸ばしています。今回のコロナでより
一層身近な企業になりました。次にマイクロソフ
ト。こちらもパソコンには必ず入っているウィン
ドウズのソフトを作っている会社です。2000年ま
では右肩上がりで上昇していましたが、ここ最近
までは横ばいでしたが、レンタルサーバー等で業
績が上昇しそれに伴って株価も上昇してきました。
今後、年金不足2,000万円、3,500万円問題を克
服するにはこういったところで運用していくこと
は大切だと思います。最後に、日本の株式市場に
目を向けてみると、バブル絶頂の時から毎月1万円
ずつ積立を日経インデックスで行った場合、346万
円が現在は581万円になっており、このことを考え
ても、とても有効だと思います。

ニコニコＢＯＸ 木村 一則 親睦活動委員長④

石井定男君
西 清治君

3,000円
1,000円
2020-21年度合計258,000円
☆閉会点鐘：島田光隆会長☆今月会報担当：棚橋忠委員
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