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＝ 本日のプログラム ＝ 

卓話例会「世界経済について」上田 謙佑 会員 

SAA 藤川 孝幸 会員 

 

 

━ 会長挨拶・報告 ━ 

笹生誠会長 

〇ガバナー事務所より 

・ロータリ―レート１＄＝110 円 

・地区研修協議会のプロジェクト部門のご案内 

・マイロータリークラブセントラルセミナーのご案内 

・2019.20年の地区補助金申請の選考会プレゼンテ

ーションのご案内 

〇厚木友好交流委員会より 

・厚木ニュース第 26 号のご案内 

〇公益財団法人 米山梅吉記念館より 

・会報33号のご案内 

〇綾瀬ロータリークラブ様から堀口様、不動産業の方 

がお見えになっています。 
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━ 幹事報告 ━ 

五十嵐幹事 

・幹事報告は特にないのですが、不思議なことがござ

いまして、EXILEの方から2通メールがきておりま

す。詐欺かと思います。 

━ 委員会報告 ━ 

山口昇会員 

・次年度の地区研修会が4/21（日）藤沢の日本大学

で開催されます。登録11：30 点鐘12：30です。 

 本厚木駅 南口 第一伊藤ビル前 10：20 集合 

10：30 出発です。バス一台で厚木４クラブの皆さ

んで行く形になります。バスで行く方にはお弁当を

配布するようになっています。参加する方は遅刻し

ないよう気を付けてください。 

━ ロ－タリ－友の紹介 ━ 

三平治憲会員 

みなさん、こんにち

は。毎月1回、月初

めにロータリーの友

をご紹介させてもら

っています。上田さ

ん入会おめでとうご

ざいます。平成最後

の新入会ということになります。来月から令和という

元号になりますね。令和という元号のマメ知識を皆さ

んにご紹介します。新聞などでも報道されていますが、

最初の元号は大化。大化の改新の大化ですね。今回の

元号は248番目にあたるそうです。大化というと、

645年大化の改新があったのを覚えていますか。中臣

鎌足と中大兄皇子が豪族曽我入鹿を打倒した。どうい

うことが起きたかというと、曽我入鹿は藤原氏の豪族

だったわけですね。その豪族の世界から天皇になった

のが中大兄皇子（天智天皇）です。したがって豪族か

ら天皇中心の政治にむかったのが大化の改新なので

す。645年に“日本”という国の名前と、“天皇”と

いう称号がはじめて使われました。それではロータリ

ー友4月号を簡単に説明させて頂きます。今回は大変

重いテーマが７ページにあります。命の重みを感じま

しょうというのが今回ロータリーのテーマです。命の

重みって何か？日本で自殺者が2万人を超えています。

それも若者15歳～34歳が大変多い。普通若者の死亡

数は事故が一番多いのですが、日本だと自殺がトップ

です。どうやったら自殺を防ぐことができるかが書い

てあります。11ページはQ＆Aとなっていまして、自

殺の原因とは。思春期の自殺、働き盛りの自殺、高齢

者の自殺、と大きく世代に分かれて原因が書いてあり

ます。会社の経営をされている方がたくさんいらっし

ゃるのですが、過重労働、パワハラ、適応障害などが

世の中の自殺の原因になっているそうです。どうやっ

たら防げるのか、人は希望を失ったときに死のうと思

うようになります。希望は必ず持ちなさいと書いてあ

ります。確かにこれから自分はこれをやるんだ！とい

う気持ちがあれば自殺はあまり考えないのかなと思

います。続いて30ページ。2780地区湘南茅ヶ崎ロー

タリークラブ脇ガバナーが出ております。エンドポリ

オナウというテーマです。インドでロータリーを実感

しました。インドでポリオワクチンの接種をしている

方の応援に行った話ですね。読まれると大変良いこと

が書かれています。特に最後の方です。私たちの活動

がインドでのポリオの予防につながる。エンドポリオ

ナウを実感した瞬間でした。とあります。続いて、59

ページ。卓話の泉です。今回は高速道路のマメ知識と

う題で書かれています。どんなマメ知識かと言います

と高速道路のＳＡやＰＡですね。駐車場の白線が垂直

ではなくて直角。ほとんどが斜めになっています。こ

れは道路の逆走防止のために道路の進行方向に向か

って少し斜めになっています。あと高速道路には距離

表があると思いますが、100メーター毎に設置してあ

るそうです。1キロごとに必ず非常電話が置いてある

そうです。みなさん大体スマホや携帯電話を持ってい
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ると思いますが、車の外に出て歩けば電話できるとい

うことです。あと最後にトンネルです。高速道路のト

ンネルは入り口と出口で曲がっています。直角に入っ

て直角に出るのではないのです。なぜカーブになって

いるのでしょうか。理由は入り口から出口が見えてし

まうと運転手がスピードを上げてしまう傾向がある

からです。人間の心理としてトンネルに入ると圧迫感

を感じ、トンネルから早く出たいと思うそうです。周

りの車への意識も薄れてしまいます。大変面白い話で

す。最後に川柳です。“歩き方、変えれば人生、変わ

るかな” 素直な川柳だなと感じます。何気ないとこ

ろで人生は少しずつ変わっていくのかな、と思います

ね。もうひとつ“トランプさん 国連ファースト な

ぜ言えぬ”少し皮肉った川柳ですね。それではロータ

リーの友は以上です。ありがとうございました。 

━ お祝い行事 ━ 

小沢俊通会員 

【入会記念日】 

平成22年 4/7 山口昇会長エレクト 

平成27年 4/9 佐藤光輝会員 

【会員誕生日】 

3/20 小島正伸会員 花束贈呈 

 

【小島正伸会員】 

今日は誕生祝いありがとうございました。3/20とご

紹介いただきましたが、実は3/29です。いつも学年

で一番下でした。ところが段々と歳をとって今74歳

になるのですが、最近では業界で一番古い存在になり

ました。ロータリーでも古い存在です。私昔から人前

で話すのが苦手です。会社の中でもほとんど話しませ

ん。しかし、この歳になるとどうしても話さなくては

いけない状況が多くなりました。歳相応の考え方をも

ってロータリアンとして頑張っていこうと思ってい

ます。今後もご指導よろしくお願いします。 

 

 

━ 卓話 ━ 

上田謙佑会員 

野村証券厚木支店の

上田でございます。

今日はこのようなお

時間をいただきまし

て非常に緊張してい

ます。 

先ほどご紹介いただ

きましたが前任池本の後任として厚木支店に赴任し

て参りました。まだわずか 2 週間ほどです。 

本厚木の皆様にも、支店のメンバーにもまだまだ慣れ

ていない状況です。そして仕事にも不慣れな状況です

が、このように縁あってロータリークラブに入らせて

いただいて奉仕活動に関わることができるのは光栄

なことだと思っております。これから一生懸命やって

いきたいと思っています。皆さんどうぞよろしくお願

い致します。 

本日は経済のお話を簡単にさせて頂きたいと思いま

す。その前に自己紹介をさせて頂きたいと思います。 

私は昭和57年1982年生まれ、今年で36歳です。支

店長ですが若輩者でして、同期でも支店長になってい

るのは私を含めて２人です。私の今まで仕事してきた

中で支店長は、ある程度年上でしっかりした方がされ

ているイメージがあるので非常に重責を感じており

ます。昭和57年に東京に生まれました。文京区の湯

島です。湯島天神の近くですね。祖父の時代に一回大

磯に行きまして、親父は大磯で育っています。親父が

就職してから東京に住んでいるという流れです。 

私は中学校から慶応に行っていまして弓道（和弓）を

やっていました。弓道はなかなか面白くて28ｍ先の

的を射る。袴姿ですね。中学校で弓道部がある学校が

なかなかなくて、たまたま慶應義塾には弓道部があり

ました。非常に興味がありましてずっとやっていまし

た。中高大と弓道を10年やっていました。高校は日

吉にありまして、神奈川県大会があると神奈川県のど

こかでやっていました。厚木東高校に非常に立派な弓

http://www.atsugi-naka-rc.com/
mailto:info@atsugi-naka-rc.com


 

 

＝ 例会場 レンブラントホテル厚木 TEL 046-221-0001 例会日 毎水曜日 12:30 ＝ 

ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com 

 

 

道場がありまして、県大会は10回のち7回厚木東高校

でやっていました。本厚木の駅に降り立った時に10

数年前の高校時代を思い出し懐かしい気持ちになり

ました。駅の形は変わってないのですが、建物がきれ

いになったなと思いました。ここは私にとって青春の

思い出の場所です。国体選手に選ばれたことがありま

して、神奈川県の国体は青年部と少年部があります。

少年は高校生です。神奈川県の高校から３人選ばれま

す。そのメンバーとは卒業後も横浜で遊んだりしてい

ました。親父が生まれたところ、そして高校時代のこ

ともあり、神奈川県は非常に身近に感じております。

そのあと法学部政治学科にはいりました。主に部活し

かやっていないのですが。中国政治のゼミに入ってい

ました。先生は国分先生という人ですが、国分先生は

現在横須賀の防衛大学の学長をやっています。その後

社会人になるにあたり、投資というか、なにかリスク

をとってリターンをとるという仕事が面白いのでは

と思いまして、縁あって野村證券にはいりました。最

初の配属は東京の東にある小岩支店で営業をやって

いました。そのあと大阪天王寺にいきまして営業をや

っていました。そのあとは人材開発部、人事部の研修

をする部署があるのですが、こちらで新入社員の研修

をやっていました。そのあとは新宿にいきまして、そ

こでは法人中心の営業をしておりました。3年ほど前

に商品企画部という部署にいまして、そこでは新しい

商品など作ったりしていました。そして今回厚木にき

ました。家族は5年前に結婚した妻と2歳8か月の男の

子がおります。当面は家族と離れて過ごすことになり

ます。今自宅は湯島、お茶の水の近くにありますので、

厚木に通うのは大変ですので、しばらくは一人で住も

うと思っております。厚木の地域の皆さん、社員に喜

んでもらえるようしっかり仕事をしていきたいと思

っております。ロータリーの皆さんにも色々と教えて

もらって勉強させてもらおうと思っていますので、ど

うぞよろしくお願い致します。 

それでは経済の話を簡単にさせてもらいます。最近の

経済状況ですが、皆さんが気にしている大事な二つ、

一つはアメリカと中国の貿易摩擦のお話です。それか

らもう一つがイギリスのブレグジッド、ＥＵ離脱です

ね。まずイギリスのお話です。正直あまり心配しなく

てよいと思っています。もともと3/29はイギリスが

EUから離脱するタイムリミットだったのですが、と

りあえず待ってくれと言っていまして4/12がタイム

リミットとなっています。どうやって離脱するのかっ

ていうのがまったく決まっていない状況です。メイ首

相が何回も議会にかけては否定されるといのが3回繰

り返されています。なかなか離脱案が決まらない。こ

れが一番の問題です。今やろうとしているのは、議会

にとにかく長く時間をくれという法案を通そうとし

ています。つい12時間前にEUとの合意がないまま離

脱するのを防ぐために4/12の離脱の期限を再延長さ

せてくれということを言っていまして、これを見れば

月後半になるのか、それとももっと後になるのか。結

局EUもイギリスも離脱してほしい、混乱してほしい

と全く思っていないのでEU側がイギリスの言うこと

をある程度認めて5月くらいになるのだろうと考えて

います。それで5月になって再選挙して本当にEU離脱

するのか？という話ありますけど、どうなるか分かり

ませんが、前のようにみんなは離脱すると思ってなか

ったけど、実際は離脱になった。そのような再現には

ならないと思います。まだ４/12まで9日くらいある

ので、それまでマーケットは少し動くと思います。そ

れより大事なのは中国とアメリカの話です。日本の経

済を語るうえで中国とアメリカ、二大経済大国の動向

が極めて重要です。アメリカと中国の通商摩擦、いわ

ゆる貿易戦争。なんで起きているのかというと、大き

く分けて2つあります。一つはアメリカが多額の貿易

赤字を中国に対して負っている。4,200億ドル 40

数兆円の貿易赤字をしています。全体の約半分くらい

の赤字が中国にある。非常にトランプさんが問題視し

ています。あともう一つは中国のテクノロジー覇権で

すね。今、中国では中国製造2020といって単なる下

請け工場ではなくて、製造業の高度化をやろうという

動きがあります。今極めて高度な技術のモノ作りがで

きるようになってきています。補助金を色々と出して

いまして、これに対してアメリカのＵＳＴＲは危険視

している。皆さんもお聞きになられていると思います

が、５Gというインターネットの通信スピードは現在
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4Gの100倍になるといわれています。100倍になる

とどうなるかというと、すごい速さで走っている自動

運転の車の位置をすごい速さで車の位置を決めるこ

とができる。5Gになるとこのようなことができるの

ですね。今4Gなので、だいぶ早くなりましたが、ま

だ遅いですね。ファーウェイは極めて優れた技術を持

っていまして、5G絡みの技術も持っていました。5G

の技術は軍事に転用することができるようになるの

ですが、アメリカは軍事大国ですから中国に革新技術

を持たれるのが一番まずいと思っています。よってア

メリカはこういった会社から、製品調達をするのを禁

止しました。日本もならって、ほかの国も同じように

中国製品を排除している状況です。中国としては関税

をかけられる、技術を買ってもらえなくなる、大変困

っている状況です。一方で国のメンツもありまして簡

単に妥協できない。そし今日ワシントンで中国の閣僚

級の代表がアメリカに行って会議をしています。今関

税10％というのをやっていますが、トランプとして

は25％に上げるぞとも言っています。結論が決まる

のは相当遅くなると思います。年末くらいになるのか

と。どうしてかというと、中国もアメリカも経済的に

密接な関係になっていまして今更喧嘩できないので

すね。中国は今ファーウェイで大きな打撃を受けてい

ますが、アメリカも徐々に貿易戦争の悪影響を受けて

います。結局、中国もアメリカも経済が悪くなってし

まうとその時の政府のトップにとばっちりがいって

しまいます。メンツもあるので表向きは厳しくやりあ

うのでしょうが、どこかで手は握ると思います。時間

はかかると思います。中国は貿易戦争もあり、世界的

不景気もありまして、いち早く景気対策を打っていま

す。今年にはいってから色々とやっています。付加価

値税VATを減税（6170億元・10兆円）しています。

あと去年までかなり引き締め的な経済政策をやって

いましてレバレッジをかけてお金を借りるのをやめ

ましょうというのをやっていたのですが、景気対策を

していると3か月ほどたって実は景気が良くなってき

ています。中国のすごいところですけど、国でこうい

う政策するぞというと誰も逆らえないところです。選

挙がないので政府が一方的に決めると決断が早い。実

際3/31（日）中国の景況指標がプラスになっていま

した。５か月ぶりにプラスになっていました。中国の

数字は信用できないという意見があるかと思います

が、確かにそういう側面もあります。中国政府が出し

ている正式な数字と外国が出している数字がありま

して、二つともプラスになっていました。株価という

のは景気の先を見て動くものです。今年の一月から中

国の景気が上がっています。ご存知の通り、一昨年あ

たりから景気が良くない状況が続いておりました。日

本とアメリカはまだよくないですね。しかし、よくな

っている兆しはあります。アメリカの業績予想も上向

いてくるのではないかと言われています。最後にアメ

リカの金利の話です。一般的に短期金利の方が長期金

利より低い。長くお金を借りる方が金利は高い。しか

し直近のデータで短期金利が高く、長期金利が低くな

っています。逆転現象が起きております。これはなぜ

かというと、先ほどからアメリカの景気がよくないの

とトランプさんがとにかく金利をあげるなと不必要

なぐらいTwitterで発言するものですから、FRBとい

う日本でいう日銀みたいなものですが、連邦中央理事

会が金利を上げるのをやめました。利上げも来年一回

やるかもしれない。そもそも今年二回金利を上げると

いっていましたが、それもやめてしまいました。その

結果、短期金利がまったく上がらない状態になってし

まいました。この逆転現象は逆イールドと言い、この

現象が起きると株が下がることが多い。過去二回起き

ているのですが、1996年と2007年に起きています。

そのあと1年から2年後に株は上がります。金利が上

がらないというのは金融緩和的な方法ですので、一時

は上がるのですが、そこから下がる。今回も過去と同

じような動きをするか分かりませんが、一年二年の間

株はしっかりしていますが、そのあと苦しくなると思

っています。アメリカ中国の貿易戦争、ブリグジッド

の問題、色々と課題が山積みですが、基本的に株が下

がって喜ぶ人はいません。なんとかうまくまとめよう

と努力をしていくと思います。しばらくは株式にとっ

て良い状況が続くと思いますが、逆イールド現象が発

生しているので楽観的になりすぎていると二年後く

らいに株価は下がると思っています。元号が新しくな

http://www.atsugi-naka-rc.com/
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って、新しい天皇陛下が即位される、そして5月にト

ランプさんが来ます。そのあとラグビーのワールドカ

ップが秋にあり、10月から消費税が上がる。色々と

動きがありますが、日本の業績は悪くないので、なん

とか当社としてもやっていきたいと思っています。以

上になります。どうもありがとうございました。 

━ スマイル ━ 

☆お客様からのスマイル 

【綾瀬ロータリークラブ 堀口淳二様】 

「綾瀬クラブから参りました堀口淳二です。本日はお

世話になります。宜しくお願い致します。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆当クラブ会員のスマイル 

【笹生会長・西副会長・五十嵐幹事・山口昇会長エレ

クト・石川副幹事】 

「本日は卓話例会です。上田さんよろしくお願い致し

ます。堀口様ようこそいらっしゃいました。ごゆっく

りしていらしてください。小島正伸様お誕生日おめで

とうございます。益々のご活躍をお祈りしています。」 

【和吉二会員・山崎隆夫会員・三平治憲会員・藤川孝

幸会員】 

「小島正伸様、平成最後のお誕生日おめでとうござい

ます。いつまでもお元気で。上田さん、入会早々の卓

話楽しみにしています。頑張ってくださいね」 

【小島正伸会員】 

「本日は誕生祝い本当にありがとうございます。早い

ものでロータリーに入会させてもらい 35 年が経ちま

した。今後もロータリーライフを楽しみたいので宜し

くお願い致します。花束ありがとうございます。」 

【飯田久夫会員】 

「お花見の季節です。ここで一句。“したたかに 同

じ顔ぶれ 花見酒” 自己推薦の額でスマイルします

→5 年も６年も毎年同じ顔ぶれでしたたかに花見して

いる方達いますよね。漢詩 “年年歳歳花相似、歳歳

年年人不同”から考え付いた一句です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ―例会スケジュールー  点鐘 12：30  会場 レンブラントホテル厚木        《出 席 率》               

日時 内    容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

4/10 クラブ協議会 会  長  

    27 2 

4/17 バイキング例会 クラブ管理運営委員会  

4/21 地区研修協議会 会長エレクト  出 席 率 前々回修正出席率 

4/2４ 地区研修協議会報告 会長エレクト  

   90.48 ％     90.48 ％ 

５/１ 休  会   
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