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 本日の行事予定 (2019 年 3 月 1 日) 

第 3186 回例会 

卓話担当：大河内勝彦君 

講  師：㈱名古屋銀行営業企画部長 

木河勇二氏 

演  題：「フィンテックと 
キャッシュレスの動向」 

 
先回の記録 

第 3185 回 ’19 年 2 月 22 日（金）晴れ 

卓話担当：野尻栄一君 

講  師：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 

名古屋駅前支店 

フィナンシャル・アドバイザー 

課長 三田孝之氏 

演  題：「2019年株式市場の展望」 

ロータリーソング 「日も風も星も」 
ソングリーダー  堀田力男君 
会 員 総 数  62名    2月 1日例会分訂正 
出席免除会員  19名   欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  54名   MAKEUP会 員     9名 
本日の出席率 87.10％  訂正出席 率  94.64％ 
超 過 出 席 伊藤哲朗君、吉田康裕君、幅辰雄
君、伊藤幸蔵君、伊藤基君、加藤泰一郎君、小林
啓子君、篠田廣君、柴田伸彦君、杦田勝彦君、鈴
木吉男君、高木輝和君、滝川林一君、田中正明君、
寺島淳一君(第 10回役員・理事・委員長会議)、猪
飼充利君(第 5回地区社会奉仕委員会)、篠田廣君、
山田勝弘君(第 3回次期ガバナー補佐研修会) 

 

会長挨拶 

伊藤哲朗会長 

 先週は、ＩＭ（インターシティ

ミーティング）ご苦労様でした。

発表者、柴田伸彦君の立派な

発表がありました。また、篠

田次年度ガバナー補佐の力強

いご挨拶をお聞きできました。

伊藤会長エレクトも出番はありませんでしたが、

存在感を持って着席されておりました。懇親会も

珍しく中華料理だったのですが、とりわけ紹興酒

がおいしかったと思いました。次年度は当クラブ

の担当となりまして、浅井ＩＭ実行委員長、田中

副委員長も、しっかり様子をみておられました。

全般に亘って、山田次年度分区幹事が、こちらも

しっかり段取りを見てみえたと思います。次年度

に向けて、よろしくお願い致します。 

 さて、一昨日、荻須美術館へ行きまして、家内

共々ロータリークラブの美術展を見てまいりまし

た。津島からはメンバーの小林啓子さん、寺田さ

んと神谷先生の奥様、あと、メンバー外で平野さ

ん、桜木さんの作品が出ていました。いずれも力

作で、とても見ごたえを感じました。今回で、ロ

ータリークラブの美術展は最後ですので、是非お

出掛けください。 

 さて、2月は「平和と紛争予防（紛争解決月間）」

であります。世界のどこかしこでは紛争が絶えま

せん。紛争地シリアでは、ＩＳが退いたあとクル

ド人が勢力を伸ばし、トルコ国境に新たな紛争を

呼び起こしています。折りしも、アメリカ軍が撤

退を宣言しており、いっそう緊張が高まっていま

す。アメリカ大統領の国家非常事態宣言も、メキ

シコとの国境における緊張を助長し、イギリスの

ＥＵ離脱、中国の海洋政策など、世界が「ナショ

ナルインタレスト」、国家利益主義を前面に打ち

出す政策が広がっています。まさに、2 月の平和

と紛争予防には、逆風の世界情勢であります。 

 このような環境にあって、我々ロータリアンが

何を為すべきか、不明な私にはわからないのであ

ります。私たちができるのは民間レベルでの相互

理解、奉仕の心を持ってお付き合いしていくこと

しかないような気がいたします。3 月には、姉妹

クラブである台北滬尾ロータリークラブから、16

名のみなさんが日本に来られ、15日の例会に出席

いただけるそうであります。また、私共も 4 月に

は、台北滬尾ロータリークラブの創立 13周年記念

式典に出席の予定でありまして、こういった、わ

ずかではありますが、相互理解を続けていること

にも価値を見出していくことになると思います。

グローバル補助金を通じて、共同事業ができたこ

とも、また次年度には新しい取り組みがあると聞



     

 

- 2 - 

第 3186 回例会                                                               

いておりますので、クラブとしては、日本のみな

らず世界の視点をもつことが、大切かと思います。 

 本日の卓話担当は野尻さんで、株式など投資の

お話がお聞きできるようであります。私自身、本

日の講師にお世話になっておりまして、本日のお

話も参考にさせていただきたいと思います。 

 
幹事報告 

杦田勝彦幹事エレクト 

 先日の西尾張分区ＩＭは大変

お疲れ様でございました。ホ

ストの名古屋清須ＲＣさんか

らお礼状が届いています。 

 ガバナーエレクト事務所より、

地区出向委員の方に委嘱状が

届いております。後ほど会長よりお渡しいたし

ます。 

 2/26（火）17：00より、次期ガバナー補佐研修

会がガバナー事務所で開催され、篠田次期ガバ

ナー補佐と山田次期分区幹事が出席します。 

 3/1（金）16：00 より、第 4 回地区補助金委員

会がガバナー事務所で開催され、浅井彦治次年

度地区補助金委員が出席します。 

 明後日 2 月 24 日(日)まで、稲沢市荻須記念美

術館にて、第 20 回西尾張分区ロータリークラ

ブ美術展が開催されております。今回で最後と

なりますので、皆さんどうぞお出かけください。 

 次回 3/1例会終了後、理事会を開催しますので、

該当の方はよろしくお願いします。 

 3/15開催の次年度役員・理事・委員長会議の案

内をお配りしました。該当の方は 3月 8日まで

に出欠の回答を事務局にご連絡ください。 

 
ニコボックス報告 第 3185回分 

柴田伸彦ニコボックス委員長 

伊藤哲朗会長、山田勝弘副会長、

吉田康裕幹事 ①本日の卓話

講師に三菱ＵＦＪモルガン・ス

タンレー証券名古屋駅前支店

フィナンシャル・アドバイザー

課長の三田孝之氏をお迎えし

て。②野尻栄一君、本日の卓話

よろしくお願いします。③先週はＩＭお疲れ様で

した。 

浅井賢次君、飯村理君、猪飼充利君、稲川明俊君、

加東育郎君、杦田勝彦君、高木輝和君、長田一郎

君、野々山勝也君、山本達彦君 ①本日の卓話講

師に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券名古屋

駅前支店フィナンシャル・アドバイザー課長の三

田孝之氏をお迎えして。②先週はＩＭお疲れ様で

した。 

三田孝之さん（講師） （ご投函いただきました） 

野尻栄一君 初めての卓話です。よろしくお願い

します。 

長田一郎君 ミャンマー・カテン州マヤン村バン

カーヤン小学校へ寄贈した校舎の完成式典に 1 月

31日出席して参りました。 

山田公男君 ①2月 16日、無事に娘の結婚式が終

わりました。②娘の結婚式の際、伊藤会長より素

敵な花束をいただきました。ありがとうございま

した。③先輩方の適切なアドバイスで今年のベス

トスコアーでロータリーゴルフ優勝できました。 

神谷里明君、相羽あつ子君 はやぶさ 2 の成功を

お祝いして（小惑星りゅうぐうに着陸） 

幅辰雄君 Ａ型インフルエンザでＩＭと各委員会

を欠席しました。申し訳ありません。 

宇佐美三郎君 花粉症の時期になりました。 

寺田晏章君 相羽あつ子さん、ＩＭのときは大変

お世話になりました。ありがとうございます。 

加藤則之君 寺島君に大変お世話になりました。

ありがとう。 

小林啓子君 ①美術展搬入の際は吉田幹事、猪飼

さん、寺田さん、事務局の佐藤さんにお世話にな

りました。ありがとうございました。②ＩＭでは

相羽さんにお世話になりました。ありがとうござ

いました。 

高木輝和君、水野憲雄君 柴田さん、この間はお

疲れ様でした。 

柴田伸彦君 今日は、ボーイスカウト運動の創立

者ベーデン・パウエルの誕生日です。 

寺島淳一君、佐藤敬冶君 ウィークリーに写真が

載りました。 

浅井彦治君、河西あつ子君 早飯で早退します。 

中野義光君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：野尻栄一君 

講  師：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 

名古屋駅前支店 

フィナンシャル・アドバイザー 

課長 三田孝之氏 

演  題：「2019年株式市場の展望」 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、こんにちは。野尻です。初めての卓

話で緊張していますが、どうぞよろしくお願いし

ます。私は、昨年 4 月に津島に着任しました。そ

して津島ロータリークラブへは、前任を引き継ぎ

5 月に入会させていただきました。早いもので、

私が津島に来て、もう 10ヶ月が経ちます。愛知県

勤務は初めてです。初めての土地でわからない点

はいまだに多々ありますが、こんな私でも何とか
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やっているのは、ロータリーのみなさんから、た

いへん親切にしていただいているおかげと感謝し

ています。ありがとうございます。 

今日は、三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券名

古屋駅前支店の三田課長から、今年 2019年の相場

見通しなどについてお話しいただこうと思ってい

ます。今年も早や 2 ヶ月が経過しましたが、まだ

年初に近い時期なので、このタイミングで相場動

向についてお話ししてもらおうと考えた次第です。

三田さん、どうぞよろしくお願いします。 

初めての卓話ですので、三田さんのお話の前に、

私の経歴などをお話ししたいと思います。私は

1970 年、昭和 45 年に千葉県の流山市で生まれま

した。現在 48歳です。流山市―。みなさん、初

めてお聞きになった方も多いと思いますので、少

し触れたいと思います。流山市は、千葉県の北西

部に位置しています。周りには、醤油のキッコー

マンで有名な野田市や、サッカー柏レイソルの柏

市と隣接する人口 19 万人の市です。面積は 35 平

方キロメートル。津島市の約 1.4倍の大きさです。

また、江戸時代には、江戸川の水運や、みりんの

製造で栄えたようです。気候は比較的温暖で、子

供のころからのんびりと育ちました。その後、中

学、高校は明治大学の付属校に入学しました。そ

して大学は、そのままエスカレーターで、明治大

学に進学。卒業後は、平成 5 年に、三菱銀行に入

社しました。いま、私は銀行に入って 25年が経ち

ますが、勤務地を見ると、関東で 18年、関西で 6

年、中部地区は今回初めての 1 年です。東名阪の

営業店を中心に経験し、このたび津島支店長とな

り、現在に至っています。 

ちなみにスポーツは、中学 1 年の時から約 10

年間、柔道をやりました。中学生の頃、私はプロ

レスが好きで、当時、たいへん人気のあった新日

本プロレスのタイガーマスクに憧れて、自分も大

きくなったらプロレスラーになりたいなあと思い

ながら、何となく格闘技、柔道をはじめたと記憶

しています。柔道をはじめたのは良いのですが、

練習は嫌いでした。柔道は、痛いし、臭いし、そ

れからなんといっても、耳がつぶれて“餃子耳”

になるのが嫌で、寝技はほとんど稽古せず、立ち

技しかやらなかったので、先生や先輩からよく怒

られていました。特に、大学時代は、大変でした。

体育会の 1 年先輩にはアトランタオリンピックで

金メダルを獲った吉田秀彦さん、2 つ先輩には全

日本や世界チャンピオンで、その後プロレスラー

になった小川直也さんなどがいて、とても同じ人

間とは思えない体力、筋力等々を目の当たりにし

て苦労をしたことも多かったです。ただ、その道

で一流と呼ばれる人の練習風景や所作を近くで見

ることができ、大変勉強にはなりました。 

また、素晴らしい指導者も多かったと思います。

学校には、たくさんのＯＢの先輩がいますが、記

憶に残っているのは、ご存知のみなさんもいらっ

しゃるとは思いますが、前の東京オリンピックで、

無差別級の決勝戦でオランダのアントンヘーシン

クに敗れ、惜しくも銀メダルとなった神永昭夫先

生です。当時、新日鉄の幹部をやられている傍ら、

道場によく姿を見せて、気さくにお話ししていた

だきました。「人並みにやっていたら、人並みに

しかならない」とか「勝負はいつでも負けから始

まる。弱さを知った時から技の工夫がはじまるの

だ」などなど、お話しいただいたことを今でも思

い出しますし、私が会社員になってからも、苦し

い時の励みにもなっている気がします。神永先生

は、私が学校を卒業して、銀行に入社する直前の

平成 5年の 3 月に 56歳の若さで他界されました。

私の尊敬する大先輩ですが、私ももう 48歳。もっ

と精進しなくてはいけないなと時々思います。 

さて、話は変わりますが、昨年 4 月 1 日に銀行

の名前が「三菱ＵＦＪ銀行」に変わりました。銀

行の名前をグループ名と同じ「三菱ＵＦＪ」に統

一して、主要な事業会社と同じ冠とすることで、

グループが一体となって構造改革や、ＭＵＦＧベ

ースでの活動を更に加速させていくという考えが

あります。実際に、お客様のご要望も、一昔前に

比べて多様化しています。なので、私たちがお客

様のところに伺う時に、グループ会社の担当と一

緒にお伺いすることも多くなっています。今回、

お話しいただく三田さんも、そのような仲間の一

人です。今後、一緒に訪問させていただくことも

多いと思いますが、その際は、お話だけでも是非

お聞きいただければと思います。それでは三田さ

ん、よろしくお願いします。 

（株式について、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレ

ー証券リサーチ部投資情報課作成の 2019 年 2 月

12日付 2月全店セミナー「当面の投資環境と運用

戦略」資料を用い三田孝之氏がお話しされました） 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田勝弘副会長 堀田力男君 

伊藤哲朗会長か

ら、次年度地区委

員に委嘱状をお渡

ししました。地区

社会奉仕委員 2 年

目の猪飼充利君、

地区インターアク

ト委員 3 年目の相

羽あつ子君。 
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次回例会 

第 3187 回 ’19 年 3 月 8 日(金) 

卓話担当：岡本康義君 

講  師：津島ガイドボランティア 

 大橋忠彦氏 

演  題：「津島について」 

 

お知らせ 

■台北滬尾ＲＣ歓迎会 

 と き：3月 14日（木）18：00 

 ところ：木曽路名駅 IMAI㌱店(地下 1階) 

 その他：翌日の津島ＲＣ第 3188回例会に 

     台北滬尾ＲＣの皆さんが出席予定 

 

■第 1回次年度役員・理事・委員長会議 

 と き：3月 15日（金）18：00 

 ところ：朝日寿し 

第 20回西尾張ロータリークラブ美術展② 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性 1. 

晩秋 

紅鮭 

着きました！ 

春を待つ 

ＤＯＬＬ 

雨あがり 

女性 2. 

 
エルと自転車 

チロリ！ 

半田・潮干祭 

サボテン 

山ねずみ 

ベネチィア 
Photo by 通子 

寺田徳子さん 

桜木秀夫さん 平野道夫さん 

小林啓子君 

神谷和代さん【タペストリー】 

【色鉛筆画】 【油彩画】 

【油彩画】 

【アクリル画】 

津島ＲＣコーナーのように壁一

面に力作ぞろいの 15 点が展示さ

れていました。これが最終回です

が、惜しむ声も出ているそうです。 

土日には稲沢ＲＣの愛知啓成高

校ＩＡＣの生徒さんが受付のお手

伝いをしていました。 


