
本日の進行（18：30） 
葉山 RC・逗子 RC 合同例会 

卓話：阪根 博氏(ペルー在住) 
「アンデスの謎に迫る」 
―次回のお知らせ― 

10 月 23 日（木）（12：30) 
小笠原 育美様「生活の中の音楽」 

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp   Website: http://www.zushi-rc.com/ 

青少年交換派遣学生からの月例報告 

大橋菜々子さんは台湾に留学（中和高中）中でｽﾎﾟ 

ﾝｻｰｸﾗﾌﾞは中老松 RC。学校の友人と中国語で話す 

ようになり、ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰとも関係は良好、中国語の 

質問は大体聞き取れる。ﾛｰﾀﾘｰ行事にも楽しく参加、 

今の所問題は無い。お小遣いは 4000 元頂いた。 

（カウンセラー：大野会員） 
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会 長◆藤吉一哉 

会長ｴﾚｸﾄ◆桐田吉彦 

副会長◆三宅 譲 

幹 事◆葉山太一 

ＳＡＡ◆山本由夫 

会 計◆市川 浩 

直前会長◆石田 隆 

会報委員長◇宝子山泰久 

例会日：第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日 18:30 

第 5木曜日 18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-35 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市逗子 1-9-26 

萬屋ビル 2Ｆ 

TEL＆FAX：046-873-0226 

RID 2780 のテーマ Light Up Myself「自分自身に輝きを」 

─ 2546 回 例会記録     2014 年 10 月 9 日 ─ 

報告 ・地区より 2013-14 年度地区資金会計報告書。 

・地区退会防止セミナー 

・新会員の集い・大同窓会：11/23(日)18:00～藤沢商工会館 

・ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ研修会：12/1(月)13:00～藤沢商工会館 

・ロータリーカード等の加入促進活動について お願い 

・商店街プロレス：11/9 萬屋駐車場にて（クラブ後援） 

 

 

        ★10/5予定されていた第11回逗子海岸ビ 

ーチバレー大会が大型台風の到来により 

中止となりました。前日から、又早朝から 

の準備に携わりその後片付けをして下さ 

った方々に感謝申し上げます。私は第 1 

回目からこの大会に携わっており、中止と 

いうのは残念ですが、早い段階での決定に

より、事故等、問題の発生がなかったことは幸いでした。  

★しかし、これで終わっては残念で、あらためて企画をたて

たいと検討中です。高尾プロの発案で、アリーナの体育館を

借り逗子市内の中学校のバレー部の生徒を対象にバレーボ

ール教室を行うなどを考えています。体育館、バレーボール

協会、プロのスケジュール等の都合もあり、必ず実現できる

とは限りませんが、ロータリーの事業として何らかの形でや

っていきたいと思います。★中止になった当日、協会の事務

局には、開催の問い合わせ、子供たちからは是非やってほし

い、などの電話が何十件もあり、地域の人たちの期待の大き

さが分りました。★今年度 2 月に葉山 RC 主催で開催される

I.M.では、他のクラブを紹介し合って、海外のお客様向けの

湘南・鎌倉・逗子・葉山の手作りのガイドマップを作ろうと

いう企画が会長幹事会で出ています。逗子クラブは、鎌倉大

船 RC の紹介をします。 

藤吉一哉 会長 の時間 

１０月 誕生・結婚記念日のお祝い 
本人：三宅譲、石田隆、岩堀恭一 

奥様：桐ヶ谷淑子（利美）、市川禮子（浩）、大野直美（宏一） 

 

宝子山泰久・澄子、大野宏一・直美、匂坂祐二・ふじ子、 

丸山広宣・久仁子  （敬称略） 

国際親善奨学生植田麻記子さんから お便り 

渡米後こちらの市民ホールで結婚が承認されました。（写真）

現在は、留学中にお世話になりました先生にお声掛けいただ

き、ハーバード大学ライシャワー研究所の研究プロジェクト

で働いています。来月、ボストンで 

家族を中心に小さな結婚式を挙げる 

予定ですが、留学の際にお世話にな 

ったホストカウンセラーのイングリ 

ッドさんが、メイド・オブ・オナー 

を務めてくださいます。 

9/26 のタウンニュース 

ビーチバレー大会のお知

らせが掲載された。 

しかし荒天により幻に。 



 

 

 昨年 7 月に鎌倉支店長となり、鎌倉ロータリークラブ

に入会しました。まだ37才の若造で最年少の支店長、

鎌倉ロータリークラブでも最年少で使い走りです。今

回は初めてのメイクアップ、初めての卓話となります。 

 年末の日経平均株価についての野村證券アナリストの

見通しは、年初から変っておらず、17,000～18,000

円と見ています。先日の金融シンポジウムでは弊社社

長が 2020 年には 25,000 円になると予測しました。 

 日本では“貯蓄から投資へ”の政策があります。株式

等リスク資産の割合は、米国で 54%、欧州で 30％、

日本は 15～16%ですが、1980 年代後半のバブル期

の日本では 30％を超えていました。デフレ時代は物の

値段が下がるため現金保有が正しく、バブル崩壊後に

日本のリスク資産割合が下がったのは非常に合理的だ

ったと言えます。 

 少額投資非課税制度、NISA は 9 月末時点で 780 万

口座開設されており、だいぶ進んでいる印象です。単

純計算で 7.8 兆円の枠ができていますが、実際に使わ

れているのは 2 割ほどで 6 兆円の枠 

が残っています。制度のお手本で 

ある英国でも、枠を残すのはもっ 

たいないとして年末に買いが入っ 

たので、年末にかけて、それなり 

のインパクトがあるでしょう。 

 野村証券金融研究所によると、日 

本の人口は 20 世紀に人口が 3 倍 

になり、21 世紀に 1／3 になる計算です。逗子の人口

も 2040 年に現在から 2 割減り、鎌倉は 15%減少。

箱根、真鶴や松田に至っては、人口が半分以下になる

と予測されています。 

 突然入った予想外の収入は、自分で稼いだ金よりも雑

に使ってしまう傾向（“心の会計エラー”）があります。

普段はコツコツ型でも、突然入った遺産やギャンブル

で勝ったお金は、パーっと使ってしまうことが多い。

人間は合理的な経済行動がとれない例です。ぜひ気を

つけてください。 

 

 

北島崇史様…本日は拙いお話ですが、よろしくお願いします。 

藤吉君、船津君、桐ケ谷君、松井君、山科君、菊池君、服部君、 

宝子山君…北島様ようこそ、卓話よろしくお願いします。 

松田君…北島様、卓話楽しみです。 

三宅君…北島支店長、的確な見通しをお願いします。 

矢部(房)君…北島様、卓話お願いします。台風 18 号の被害少

なくてホッと。しかし 19 号が近づいています。 

村松君…無上の雨､ビーチバレー残念でした。卓話楽しみ。 

横山君…ビーチバレー中止で残念でしたが、前夜祭で楽しいひ

とときを過ごしました。 

寺嶋君…ビーチバレー残念でしたが、前夜祭で会った浦田選手

は素敵でした。 

山口君…10 月に入りました。クールビズはダメ。 

桐田君…昨日ゴルフ協会コンペで葉山エメ回って来ました。 

丸山君…台風多いですね。皆さん気を付けましょう。 

草柳君…史上最強の台風 19 号が近づいています（900 ヘクト

パスカル）。備え万全にしよう。卓話よろしく。 

鈴木(安)君…中国の整体で腰の治療をしてもらい一発で良くな

りました。 

安藤君…第七艦隊戦闘部隊の交代式がグアムのGW艦上であり

行ってきました。 

橘(武)君…祝 受賞 飲ーめる賞 鈴木安之君 

矢部(光)君…渋沢栄一が解く職業奉仕とは、道徳と経済は表裏

一体、ロータリーの利己と利他の調和の精神！ ロー

タリー10 月号より。 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ 本日合計   ￥ ２９．０００  累計 ￥５７８．０００ 

【ゲスト】 北島崇史 様（野村證券鎌倉支店長･鎌倉ＲＣ） 

【出席報告】会員数 49 名(出席免除 6 名)  出席数 24 名：出席率 52.17%  前回修正出席率 73.91％ 

 

北 島  崇 史 氏 
 （野村證券鎌倉支店長･鎌倉ＲＣ会員） 

 

10月 19 日(日) 逗子市民まつり 
第一運動公園に 10：00集合～16:00終了 

END POLIO NOW ｷｬﾝﾍﾟｰﾝと綿菓子 

10 月 19 日(日) 地区大会本会議 
よこすか芸術劇場 12:00看板前で写真撮影 

記念講演 ： 小泉純一郎氏 

(担当：服部城太郎) 


