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「Let’s Begin!」今年度のテ
ーマ

　今年は戌年であります。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、戌年は戌笑
いと言われておりまして、株式市場では1950年以来日経平均前年の上値を上回
る確率が100％です。既に年始に740円高をして抜けております。来年は亥でイ
ノシシ固まる、翌年は子年でネズミは繁栄、その翌年は丑年でウシつまずきと言
われております。この子年の年に実は重要なイベントがあります。2020年の東
京オリンピックです。翌年はウシつまずきですのでオリンピック後は厳しい展開
があるかもしれません。その翌年は寅年でトラ千里を走りと言われておりますが
相場的にはあまり良くありません。干支ですので科学的根拠はありませんが、景
気の周期（サイクル）みたいなものは歴史的にあるのだと思います。
　今年は戌年、笑う年なので株式相場的には良い年になると思います。その中
でテーマになるのはＥＶ（電気自動車）だと思います。世界的には中国もインドも
米国、ＥＵも自動車の電気化を進めております。日本でも今日の日経新聞の1面に
ありますレクサスの全モデルに電動車を加えると記事がでており、国内でも自動
車のＥＶ化が進むと思われます。100年前に馬車から自動車になったようにエン
ジン車からＥＶ車に替わる革命がおこると考えます。
　また、最近の状況ですが1986年と言えば「バブル」の入り口。13,000円台の
日経平均はその後1989年に38,915円に、3倍になっています。「バブル」がピー
クを迎えるのは、1989年12月です。元号のかわった年の暮れです。次に元号が
かわるのは、2019年5月の予定です。
　最後に私から一言、「バブルへＧＯ」です。

新年あけましておめでとうございます。
　パレスホテルにおける新年初
例会です。先日の初詣例会には

多くの会員の皆様にご参加いただきあり
がとうございました。

　お正月１月はロータリーでは RI 理事会
により職業奉仕月間に定められています。
職業奉仕はよくロータリーの金看板と言
われます。また、職業奉仕は他の奉仕
部門に比べてわかりにくいとも言われま
す。職業奉仕の理念は先ほどみなさんで
唱和した「ロータリーの目的」の第 2 項で、
①職業上の高い倫理基準を保つこと　
②役立つ仕事はすべて価値あるものと認 
　識すること　
③社会に奉仕する機会としてロータリア
　ン各自の職業を高潔なものにすること
の3 点が掲げられています。

　ロータリーの基本理念である「5大部
門」（クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕、青少年奉仕）の「職業奉仕
部門」では、「会員の役割はロータリー
の理念に従って自分自身を律し、事業を
行うこと、そして自己の職業上の手腕を
社会の問題やニーズに役立てること」と
あります。

　奉仕の精神は、会員の友情と信頼が
あってより昇華するものだと思います。そ
のためには会員同士の親睦をはかるクラ
ブ奉仕がまず重要です。それを会員各
自がそれぞれの職場で職業奉仕として最
初に実践するため、これが職業奉仕が
ロータリーの金看板であり、本質といわ
れる所以だと思います。そしてこの職業
奉仕をスタートとして、更に社会奉仕、
国際奉仕、青少年奉仕と発展させていく

ことになります。
　江本年度は、ロータリーの根源に立ち
返りクラブ奉仕と職業奉仕に重点を置い
ています。シンプルに言えば、例会では
皆で仲良く楽しく、そして例会場を出て
は各人がそれぞれ立派な職業人として立
ち居振る舞うということでしょうか。

　新しい年の始まりに改めて今年度の方
針を説明させていただきました。
　みなさんが心地よい大いなる眠りに入
りそうなこの辺りで会長挨拶を終わらせ
ていただきます。
　ご清聴ありがとうございました。

『2018年アジア株式投資戦略』

2017-2018年度
大宮ロータリークラブ会長

江本  尚浩

卓  話

兪　傑 様

東海東京証券株式会社
アジア株式営業推進部

ゆ う      じ い

　今年は戌年です。犬の鳴き声「ワンワン」ですが、中国語で「汪汪」は商売繁
盛を意味します。過去2006年の戌年は上海市場相場が130％上昇しました。ぜ
ひ中国市場を注目していただきたいと思います。
　投資のテーマですがやはり人工知能。日経新聞等でよく目にするキーワードで
すが、人工知能やビッグデータといった第4次産業革命も来ています。
直近20年の世界時価総額ランキングを見てもわかるように25年前の1992年は
トップ10にハイテク企業は一社も入っていません。しかし時代の移り変わりで
2017年にはトップ10の中の7社がハイテク企業ですので、これからハイテク企業
の投資の流れになるのではと思います。
　具体的なところでいいますと産業ロボットに注目しています。中国企業でご紹介
しますのは「駐車のロボット」。自動で運び受け取るときはスマートフォンで2分前
に予約をすると運んできてくれ、非常に便利です。この技術はアメリカ・ドイツも
賛同しています。
　そして「仕分けのロボット」。アマゾンなど eコマースで活躍しています。利用者
数が増えてきていますが大量の購入に対応するためには人間の力では難しく、こ
のような機械をつかって仕分けをしています。中国は、日本もそうですがまだま
だ eコマースが発展していきますので、人間の作業を削減できるロボットのニーズ
はまだまだ高まります。
　今年は戌年。ぜひ中国株に投資していただき笑っていただければと思います。

石井宣子 会員
大宮支店 支店長

『歴史的高値に挑む日米株式市場』

藤澤正博 会員

大和証券株式会社
大宮支店 支店長
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 部会報告［小林会員］

 ［前列左から…兪　傑 様／古賀康弘様／齋藤久雄様
  後列左から…石井会員／浅野会員／桑折会員／徳山会員／田村会員］ 入会式［桑折会員］

幹事報告［齋藤幹事］ 委員会報告［竹内会員］

委員会報告［飯野会員］ 委員会報告［戸井田会員］

お客様のご紹介［大瀧会員］ 誕生日祝［新井会員］一週間ぶりの再会の握手

結婚記念日祝［左から…長谷川会員／進藤会員
江本会長／高山会員／櫻井会員］委員会報告［長谷川会員］

大宮警察署 古賀署長より感謝状

1月17日の合計金額 76,000円
（1月17日までの累計金額1,585,000円）

ご協力ありがとうございました。

今日はお世話になります。
〈大宮警察署　古賀署長〉
本日は入会させて頂き有難うござい
ます。どうぞよろしくお願い致します。

〈桑折美奈子様〉
すみませんが早退します。

〈祝原英隆〉
新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

三浦さん、先日はお招き頂きありがと
うございました。御婦人の手料理に
大 感 激です。(毎 月あるといいな
あ・・・。)

〈福島謙ニ〉
桑折さん御入会大歓迎です。よろしく。

〈小川和信〉
桑折さん入会おめでとうございます。

〈大瀧榮壽〉
昨日、大相撲観戦させて頂きました。
結構写っていたようです。公共電波を
汚してスミマセン！

〈竹内裕司〉

誕生日祝いありがとうございます。
〈新井貴之〉

結婚祝いありがとうございました。
〈長谷川剛〉

妻の誕生日にバラの花をいただきま
した。ありがとうございました。

〈藤間英雄〉

結婚記念日祝ありがとうございます。
〈進藤博司〉

三浦さん司会ありがとうございます。
〈齋藤守毅・高山利弘・岩田尚明・鈴木
俊一・飯野耕司・櫻井義久・江本尚浩〉

中川ガバナー壮行会出席、皆様あり
がとうございました。

〈飯野耕司〉

桑折さん大宮RCにようこそ！
〈齋藤守毅・清水啓生・遠藤省吾・浅野
仁・岩瀬雄一・徳山義行・鈴木俊一・大
竹　敦・進藤博司・田村　眞・平田　繁・
永嶋良一・岩井良彦・櫻井義久・江本尚
浩・森　正志〉

桑折さん大宮RCへようこそ。お母様
にそっくりで最初面くらいました。こ
れからも仲良く活動していきましょう。

〈渋木理俊〉

藤澤様、卓話有難うございます。
〈小林康一・江本尚浩〉

ゆうじいさんありがとうございます。
〈瀧　隆幸・永嶋良一・飯野耕司・櫻井
義久・江本尚浩〉

石井さん、藤澤さん本日はよろしくお
願いします。楽しみにしています。

〈矢崎直良・川島利雄・櫻井義久〉

石井会員、藤澤会員卓話お疲れ様で
した。

〈戸井田修・山本和保・岸　　聡・遠藤
省吾・永嶋良一・進藤博司・飯野耕司〉

藤澤さん・石井さん儲かる話をありが
とうございます。

〈小坂良二〉

お客様ようこそ！
〈大瀧榮壽・齋藤守毅・石井宣子・三浦
茂・橋本和久・進藤博司・関口　茂・永
嶋良一・田村　眞〉

大宮警察署古賀署長様ようこそい
らっしゃいました。

〈江本尚浩〉

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆

86.3%
修正出席率

45名（63.38%）
出席者数（出席率）

10名
メークアップ

７4名（71名）
会員数（出席者算定者数）

第3073例会
例　会

第3075例会
例　会

12月27日
前々回

1 月17日
当　日 次回例会案内

伊藤　豊 様

2018年 1月31日（水）12：30点鐘 パレスホテル大宮
【卓話】 財務省大臣官房秘書課長

中川高志ガバナーエレクト
ご夫妻のお見送り

日時：1月13 日㈯ 12 時 30 分～
場所：パレスホテル大宮 1階ロビー

参加者約 60 名による「万歳三唱」で
米国サンディエゴで行われる国際
ロータリー国際協議会に参加される
ご夫妻をお見送りしました。

〈岩﨑　彰・小林憲樹・瀧　隆幸・諏訪慶三〉
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