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２０１７-１８年度 

第２６１６回 
平成３０年１月１９日（金）点鐘１２：３０ ≪曇り≫ 

◆ロータリーソング『我等の生業』      
◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇本日のゲストスピーカー 

大和証券㈱千葉支店 支店長 小林 雄太様 

◇大和証券㈱千葉支店  

資産コンサルタント 主任 秋草 愛美様 

◆会長報告           向後 保雄会長  

本日は大和証券株式会社千

葉支店の小林支店長様に卓話

でお越しいただいております。先

程お話ししておりましたが、今年

は戊戌年（つちのえいぬどし）、

私も調べましたが６０年前というの

は 1958 年でした。その年の下期

から岩戸景気が始まりました。ア

ベノミクスの効果も出てきておりますし、株価も 24,000 円

台、今年はこの後上がり傾向になると思いますし、今後

どう対応していくかということと、今後の見通しについて

小林支店長様にお話しいただけます。非常に興味深い

内容なので、是非持ち帰っていただきたいと思います。 

 去る１１月２４日に見学させて頂きました千葉火力発電

所・所長の小川会員が、急な転勤ということで後ほど退

会のご挨拶があります。 

 現在、１２月５日より始まった千葉氏紙芝居の読み聞か

せを酒井社会奉仕委員長中心に行っていただいており

ますが、皆様の多大なるご尽力のお蔭でやっと折り返し

地点に来ております。１２月に３回、昨日、一昨日と２回、

来週は、２３．２４・２５日、その後は３０日、２月１日で最後

になりますが、非常に子供たちも喜んでくれていて今年

のテーマである「変化をもたらす」ということを考えると、

教育というのは結果が出るのに少し時間がかかりすぐに

は出ませんが、いずれ結果がでて、千葉常胤、千葉氏

の歴史を子供たちがきちんと理解をし、郷土愛が生まれ

るのではないかと思います。引き続きよろしくお願い致し

ます。 

 今後はグルメの会もありますし、そして1月26日は懇親

夜例会もございます。 

今月も半分過ぎましたが、ロータリーを楽しんでいた

だきたいと思います。 

◆退会挨拶                    

≪小川 俊満 会員≫ 

 私は昨年７月に入会して本日ま

で約７カ月間在籍いたしました。

サラリーマンの宿命ではあります

が、転勤ということで退会させてい

ただくことになりました。 

 通常、発電所長は引継ぎに１ヶ

月かけて行うのですが、今回異例の仕事のため、とても

慌ただしいのですが、1 週間で異動する運びとなりまし

た。 

 千葉南ロータリークラブの皆様には、千葉火力発電所

においでいただき、いろいろな施設もお見せすることが

できたので、非常に短い期間ではありましたが、そういう

意味では有意義な時間が過ごせたと思っております。 

 次の所長には、今後もロータリーに入ってもらうよう引

継ぎをしておりますので、継続してご指導のほどよろしく

お願い致します。 

 本当に短い間でしたが、皆さまのお支えにより、しっか

り楽しむことが出来たと思います。 

 今後も皆様のご健勝とご多幸を祈念して退会のご挨拶

とさせていただきます。 本当に有難うございました。 

◆委員会報告                  

親睦活動委員会より （斎藤 昌雄会員） 

『グルメの会』（第 2 弾）開催のご案内 

 日時⇒ 平成３０年２月２１日（水）１８：００～ 

 場所⇒ 東京 芝 とうふ屋うかい 

 会費⇒ １３，０００円  

 交通手段⇒ 貸切バスで移動（実費） 

蘇我駅１６：１５発 千葉駅１６：３０発 

ぜひとも、とうふ会席料理をお楽しみください！ 



◆幹事報告           水野 浩利幹事 

◇次週２６日の例会は、懇親夜例会です。 

  点鐘：午後６時   会場⇒ふぐ料理 生乃弥 

 奮ってご参加ください。 
◇ロータリー米山５０年史が出来上がりました。 

ご希望の方は事務局までお問い合わせください。 
１冊 １，８００円 

 

◆ニコニコボックス報告             

≪大和証券㈱千葉支店長 小林 雄太様より≫ 

本日の卓話のお礼金をニコニコへ頂戴しました。 

 

≪向後保雄会長・水野浩利幹事≫ 

本日の卓話者は、竹尾会員のご紹介で、大和証券株

式会社千葉支店長の小林雄太（こばやしゆうた）様が

「マーケットの今後の見通し」というお題で興味深いお話

をしてくださいます。小林様、宜しくお願い致します。 

小川会員におきましては、この度、ご栄転ということで退

会されることになりました。短い期間でしたが、パワフル

な小川会員を垣間見ることが出来ました。 

新天地でもさらなるご活躍をお祈りしております。 

 

 

◆出席報告 (会員数４７名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

十二支別の相場格言 

「辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)

辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、戌(いぬ)笑い、亥(い)

固まる、子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)

千里を走り、卯(う)跳ねる」 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 
演 題⇒「マーケットの今後の見通し」 
卓話者⇒ 大和証券株式会社千葉支店 

        支店長  小林 雄太様 
 

日経平均株価の水準は

20 年以上前の水準になっ

ていますが、ＰＥＲ（株価

収益率）はまだ 15 倍程度

の水準となっています。株

価の水準だけ見れば「高い」

と思われるかもしれませ

んが、世界平均（約 16 倍）

に満たない水準となっています。日経平均株価が現

在のような水準にも拘わらずＰＥＲが 15 倍となっ

ている理由は、好調な企業業績によるものです。1996
年度の主要企業（大和 200）の経常利益は 9.4 兆円

でした。2017 年度は 34 兆円程度になることが想定

されています。企業業績からすれば、むしろ現時点

でも日経平均株価は「安い」と言えます。 
世界で株価が上昇している理由は、好調な企業業

績のほかに「低金利」があげられます。日本では現

在、マイナス金利政策を採用しています。一方、2015
年12月以降に5回金利を上げている米国でも政策金

利は 1.25～1.50％と、2007 年の 5.25％と比較すれ

ば、まだまだ低金利の水準と言えます。 
低金利や、好調な企業業績を背景に、大和証券で

は 2018 年の日経平均株価を 27,000 円程度で想定し

ています。 
また、1950 年～2017 年にかけての株式相場にお

いて、十二支別の傾向を見た場合、戌年相場には大

きな特徴が見て取れます。「戌年の日経平均株価は、

全ての年で前年高値を上回る場面がある」という特

徴です。十二支別に日経平均が前年高値を上回る確

率を見ると、戌年だけ 100％となっています。株式

市場の相場格言には、戌年は「戌笑い」とされてい

ます。戌年相場が前年高値を更新してきた歴史は、

まさに相場格言の示す通りと言えます。 
2018 年の戌年相場が、今回も「戌笑い」となるこ

とに期待したいものです。 
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

 

第２６１７回例会 

≪初笑い 懇親夜例会≫ 

日 時⇒ 平成３０年１月２６日(金) 点鐘１８：００ 

場 所⇒ ふぐ料理 生乃弥 

落 語⇒ 落語家  月の家 小圓鏡さん 

落語家  林家 つる子さん 

第２６１８回例会 

日 時⇒ 平成３０年２月２日(金) 点鐘１２：３０ 

 卓 話⇒ 会員卓話  松丸 隆一会員 
 
＜会報当番：普天間 操＞ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 12,000 円 累計 303,700 円

金の箱 331 円 累計 8,581 円

出席者数 

２９名 

欠席者数 

１８名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

２名 

1/５修正出席率  

休会のため次回 

千葉ＲＣ 月 2/19 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 2/13・2/20 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 2/13・2/20 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 2/14・2/21 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 2/8・2/15 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 2/8・2/15 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


