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　2015 年 11 月 12 日　第 2625 回例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『我らのなりわい』

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所 3 階ホール
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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　来週はいよいよ芋掘りとなりまし
た。横須賀南西ロータリークラブ
（RC）の宮本会長、大橋幹事、マノン
と同じフランスからの交換学生のク
ラウディアさん、常連の横須賀北RC
の福島さん達が応援に来てくれます。
元会員で地主でもある長谷川さんも
娘さんと来られるとの事です。芋の
出来も良さそうであとは当日のお天気だけです。今まで
の「芋掘り行事」はサツマイモの場合会員が集合してま
ず畑を耕やし芋苗を植え、必要なら水をやり雑草が生え
れば草刈り、マルチ（黒いビニールシート）を敷き他の

 会長報告　　星野　雄　会長　　

草が生えないようにしたり場合によっては農業が本職の
当時の会員と除草剤をまきさらに育ってからは膨大な量
のツルの刈り取り作業をへて収穫の日でした。最近では
会員の減少と高齢化の為、より少ない人数でも対応でき
るようにサツマイモからジャガイモに変更し継続してき
ました。昨年のジャガイモの出来がいまいちだったので
今後の事を含めて長谷川さんと相談の結果、長谷川さん
から畑を借りて農業されている渡辺農園さんに今回初め
て種いも植えから管理までしてもらう事となりました。
自分たちで額に汗しての奉仕が本来ですが収穫当日来場
者３００人分の芋を１から育てるのは会員のみでは手に
余っているのが本音です。収穫が終わってから今年の結
果をもとに検討したいと思っています。お手元のコピー
ですが先日の三役会に地区財団委員長がお見えでそこで
渡された財団寄付額のクラブ別一覧表です。一人年間２
００ドルが目標ですが第１グループでクリアーしている
のは横須賀RCと横須賀北RCの２クラブであとの３クラ
ブはダメ、さらに１００ドルすら超えていないのは三浦
だけという表です。２００ドル達成が６５クラブのうち
３１％、１００ドル達成が７１％なのでせめてそこに入
りましょう（三浦は６０ドル）。何らかの計画的な方法提
案を頂ければと思います。

＊渡辺前ガバナーより、渡辺年度入会々員へバッチ贈呈

＊9月誕生月お祝い　　
　　　　草野昌幸会員
＊10月入会月お祝い
　　　　草野昌幸会員

 幹事報告
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
    本日出席：15名　欠席：10名
　 出席率 60%　　　　　　　　　
・MAKE UP　
　 吉野　哲、喜村裕一
　　　　　　（公式訪問打合せ）
　 星野　雄、鈴木正孝、
　 鈴木康仁、高木　巌
　 芹川直行、藤喜代司（理事会）
　 星野　雄、 鈴木正孝（第 1グループ三役会）
　により、出席率は 100％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 5,000 円    145,000 円 150,000 円
財      団 15,000 円   37,000 円 52,000 円
ポ  リ  オ 0 円   11,000 円 11,000 円
米　　山 2,000 円   50,000 円 52,000 円
周　　年 0 円   3,000 円 3,000 円
　 計 22,000 円   246,000 円 268,00 円

・星野　雄　草野会員、本日卓話楽しみにしています。
・松崎貞男　草野さん、卓話楽しみです。
・鈴木正孝　草野さん、よろしくお願いします。
・鈴木康仁　11 月 17 日、税務所長より表彰されるこ
　とになりました。努力賞とか？
　草野会員、本日卓話楽しみです。
・笠倉正弘　四面楚歌の中、誰か助けて下さい！
・藤喜代司　草野さん、卓話楽しみにしております。
・奥山浩司　早退のお詫び。

● 社会奉仕委員会　鈴木康仁委員長　
　　＜お芋ほり例会について＞  　

● 親睦委員会　秋本清道委員（委員長欠席により代理）
　　＜Xmas 家族例会について＞

＊地区より　・第８回新会員の集い
＊１２月例会案内　横須賀北 RC
＊週報　横須賀 RC、横須賀北 RC、横須賀南西 RC
＊三浦市陸上協会
　　　第 21回三浦市城ケ島駅伝競走大会終了のお礼 　クリスマス会のお知らせです。

恒例のパーティーです。12月 17
日（木）午後 6時からです。
　今年は、以前行っていたシーボニ
アクラブハウスです。車が横付け出
来るいちばん奥のスラブハウスで
す。
　会費は、会員 10,000 円、家族、スタッフの方は
6,000 円、小学生～高校生までが 3,000 円を徴収させ
て頂きます。昨年までは高校生以下は無料でしたが、
会運営の都合で会費を頂きますので、ご協力をお願い
します。

Xmas 家族例会

☆ 12 月 17 日（木）18：00 ～
☆ シーボニア クラブハウス

＜申年と日経平均株価について＞ 次ページへ

2614-3



国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ     WEEKLY REPORT MIURA RC

三浦ロータリークラブ 週報

事務局：三浦商工会議所 〒238-0243 三浦市三崎２丁目 22番 16 号 　TEL 046(881)5111 　URL http://www.miura-rc.jp

2015 年 11 月 12 日　第 2625 回例会

　2015 年 11 月 12 日　第 2625 回例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『我らのなりわい』

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所 3 階ホール
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp

2625-1

　来週はいよいよ芋掘りとなりまし
た。横須賀南西ロータリークラブ
（RC）の宮本会長、大橋幹事、マノン
と同じフランスからの交換学生のク
ラウディアさん、常連の横須賀北RC
の福島さん達が応援に来てくれます。
元会員で地主でもある長谷川さんも
娘さんと来られるとの事です。芋の
出来も良さそうであとは当日のお天気だけです。今まで
の「芋掘り行事」はサツマイモの場合会員が集合してま
ず畑を耕やし芋苗を植え、必要なら水をやり雑草が生え
れば草刈り、マルチ（黒いビニールシート）を敷き他の

 会長報告　　星野　雄　会長　　

草が生えないようにしたり場合によっては農業が本職の
当時の会員と除草剤をまきさらに育ってからは膨大な量
のツルの刈り取り作業をへて収穫の日でした。最近では
会員の減少と高齢化の為、より少ない人数でも対応でき
るようにサツマイモからジャガイモに変更し継続してき
ました。昨年のジャガイモの出来がいまいちだったので
今後の事を含めて長谷川さんと相談の結果、長谷川さん
から畑を借りて農業されている渡辺農園さんに今回初め
て種いも植えから管理までしてもらう事となりました。
自分たちで額に汗しての奉仕が本来ですが収穫当日来場
者３００人分の芋を１から育てるのは会員のみでは手に
余っているのが本音です。収穫が終わってから今年の結
果をもとに検討したいと思っています。お手元のコピー
ですが先日の三役会に地区財団委員長がお見えでそこで
渡された財団寄付額のクラブ別一覧表です。一人年間２
００ドルが目標ですが第１グループでクリアーしている
のは横須賀RCと横須賀北RCの２クラブであとの３クラ
ブはダメ、さらに１００ドルすら超えていないのは三浦
だけという表です。２００ドル達成が６５クラブのうち
３１％、１００ドル達成が７１％なのでせめてそこに入
りましょう（三浦は６０ドル）。何らかの計画的な方法提
案を頂ければと思います。

＊渡辺前ガバナーより、渡辺年度入会々員へバッチ贈呈

＊9月誕生月お祝い　　
　　　　草野昌幸会員
＊10月入会月お祝い
　　　　草野昌幸会員

 幹事報告

2625-2

 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
    本日出席：15名　欠席：10名
　 出席率 60%　　　　　　　　　
・MAKE UP　
　 吉野　哲、喜村裕一
　　　　　　（公式訪問打合せ）
　 星野　雄、鈴木正孝、
　 鈴木康仁、高木　巌
　 芹川直行、藤喜代司（理事会）
　 星野　雄、 鈴木正孝（第 1グループ三役会）
　により、出席率は 100％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 5,000 円    145,000 円 150,000 円
財      団 15,000 円   37,000 円 52,000 円
ポ  リ  オ 0 円   11,000 円 11,000 円
米　　山 2,000 円   50,000 円 52,000 円
周　　年 0 円   3,000 円 3,000 円
　 計 22,000 円   246,000 円 268,00 円

・星野　雄　草野会員、本日卓話楽しみにしています。
・松崎貞男　草野さん、卓話楽しみです。
・鈴木正孝　草野さん、よろしくお願いします。
・鈴木康仁　11 月 17 日、税務所長より表彰されるこ
　とになりました。努力賞とか？
　草野会員、本日卓話楽しみです。
・笠倉正弘　四面楚歌の中、誰か助けて下さい！
・藤喜代司　草野さん、卓話楽しみにしております。
・奥山浩司　早退のお詫び。

● 社会奉仕委員会　鈴木康仁委員長　
　　＜お芋ほり例会について＞  　

● 親睦委員会　秋本清道委員（委員長欠席により代理）
　　＜Xmas 家族例会について＞

＊地区より　・第８回新会員の集い
＊１２月例会案内　横須賀北 RC
＊週報　横須賀 RC、横須賀北 RC、横須賀南西 RC
＊三浦市陸上協会
　　　第 21回三浦市城ケ島駅伝競走大会終了のお礼 　クリスマス会のお知らせです。

恒例のパーティーです。12月 17
日（木）午後 6時からです。
　今年は、以前行っていたシーボニ
アクラブハウスです。車が横付け出
来るいちばん奥のスラブハウスで
す。
　会費は、会員 10,000 円、家族、スタッフの方は
6,000 円、小学生～高校生までが 3,000 円を徴収させ
て頂きます。昨年までは高校生以下は無料でしたが、
会運営の都合で会費を頂きますので、ご協力をお願い
します。

Xmas 家族例会

☆ 12 月 17 日（木）18：00 ～
☆ シーボニア クラブハウス

＜申年と日経平均株価について＞ 次ページへ

2614-3



 

 

 

 

 

 

 

 

三木証券株式会社 
 

このレポートは投資の参考となる情報の提供を目的とし、証券の売買勧誘を目的としたものではありません。株式は値動きのある商品である

ため、元本を保証するものではありません。投資判断はお客様ご自身でお願いします。 広告審査担当者審査済 

申年と日経平均株価について 
三木証券株式会社 三浦支店 支店長 草野昌幸 

 



 

【干支にまつわる相場格言】 

「子（ね）は繁栄、丑（うし）はつまずき、寅（とら）は千里を走り、卯 

（うさぎ）は跳ねる。辰巳（たつみ）天井、午（うま）しり下がり、未

（ひつじ）辛抱、申酉（さるとり）騒ぎ、戌（いぬ）で笑って、亥（い）

で固まる」 
 

来年（２０１６年）は申（さる）年 → 株式市場は「騒ぐ」になる？ 
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【過去の「申年」に騒ぐ出来事が起きたか？】 

２００４年 住宅バブルへの警戒感から米ＦＲＢが利上げに転換（リーマ 

ンショックにつながる住宅バブルが膨張局面） 

１９９２年 バブル崩壊が加速、土地と株式を合わせて４００兆円超の 

       資産価値が泡のように消失・・・ 

１９８０年 イラン・イラク戦争が勃発 

１９６８年 ＧＤＰでドイツを抜いて世界２位に浮上 

１９５６年 経済白書が「もはや戦後ではない」と宣言 
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【過去の「申年」の日経平均株価は？】 

２００４年 日経平均株価は年間で７．６％上昇 

１９９２年 日経平均株価は年間で２６．３％下落 

１９８０年 日経平均株価は年間で８．３％上昇 

１９６８年 日経平均株価は年間で３３．６％上昇 

１９５６年 日経平均株価は年間で２８．９％上昇 

日経平均株価の算出開始以降、申年は５回 → ５回のうち４回上昇！ 
騒ぎはあるが、申年の成績はそれほど悪くないと言える 
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【2016 年は正しい干支では「丙申（ひのえさる）」である】 

 2016 年は 60 年周期の正しい干支「十干
じっかん

十二支
じ ゅ う に し

」で「丙申」 
※ 干支は本来、木の幹を表す 10 の「干」と、幹の枝を表す 12 の「支」からなり、10 の「干」と 12 の「支」を組 

み合わせた 60 種類からなる。 

「丙」の意味・・・十干の３番目。芽が地上に出て葉が張り出し、広がっている
状態を表す。 

「申」の意味・・・十二支の９番目。本来の読み方は、手でまっすぐ伸ばすを意
味する「しん」。草木が伸びきり、果実が成熟して硬くなっ
た様子を表す。 

  来年はアベノミクスの成果が張り出し、成熟する年になることに期待 
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【とりあえず来春までは強気の姿勢で挑みたい】 
 経験側では 10 月から翌年６月にかけてはパフォーマンスが良い 
 そして経験側では相場を揺るがす「騒ぎ」は夏から秋口にかけてが起こりやすい 
 → とりあえずは来春までは日本株に対して強気の姿勢で考えたい 
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≪過去 50 年の日経平均株価の月別騰落率≫ 
（1965 年～2014 年） 出所：三木証券
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【夏～秋に起きた過去の主な「騒ぎ」】 

リーマンブラザーズ破綻（2008 年９月） 

米国同時多発テロ（2001 年９月） 

アジア通貨危機の深刻化（1997 年 10 月） 

ブラックマンデー（1987 年 10 月） 



【主要国の経済環境と金融政策】 

日本 足下の経済は踊り場（企業業績は中国関連など一部企業を除き良好） 

    ＴＰＰ、新３本の矢、追加緩和の可能性 

米国 経済は底堅い推移が継続 

    12 月にも利上げか → 市場は織込済か？ 

 ユーロ圏 経済は回復傾向も回復力は鈍い 

     12 月の追加緩和を示唆 

 中国 景気減速が鮮明、今後も弱含みそう 

     10 月に政策金利と預金準備率を引き下げ 
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ＯＥＣＤ世界経済見通し（1１月） 

 2014 実 2015 予 2016 予 

世界全体 ＋3.3％ ＋2.9％ ＋3.3％ 

日本 ▲0.1％ ＋0.6％ ＋1.0％ 

米国 ＋2.4％ ＋2.4％ ＋2.5％ 

ユーロ圏 ＋0.9％ ＋1.5％ ＋1.8％ 

中国 ＋7.3％ ＋6.8％ ＋6.5％ 

 



【日本株の見通し】 
 米国以外は金融緩和の方向 
 米国は利上げ方向も、利上げ速度はゆっくりと進める可能性が大きい 
  → 過剰流動性相場（金融相場）が継続しそうな雰囲気に！ 
 

  2016 年は、日本株市場が良い方向（株価上昇）で 

「騒がしく」なることに期待したい。 
 

 

 日本株のテーマは「インバウンド」「ＴＰＰ」「自動運転」など 
証券業界としては、郵政３社上場で、株式未経験者が株式投資に興味を抱くことに期待 
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【日経平均株価の推移（1995 年～】 
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≪日経平均のＥＰＳ≫ 

2011 年末   572.68 円 

2012 年末   610.78 円 

2013 年末   979.53 円 

2014 年末   1093.36 円 

現在（11/4）      1254.68 円 



2015 年 11 月 9日 

 

 

◇本レポートは投資の参考となる情報提供を目的とし、証券の売買勧誘を目的としたものではありません。業績等は今後急激に変化す

る場合がございます。投資判断はお客様ご自身でお願いいたします。 

◇本レポートは信頼できると思われる資料を元に作成したものですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。本レポー

トに記載された意見や予測は作成時での当社見通しであり、今後予告なしに変更される場合があります。 

◇株式には株価の下落や発行者の信用状況の悪化などから、投資元本を割り込むことがあります。外国株式は為替の変動により損失が

生じるおそれがあります。 

◇株式の売買取引には手数料がかかり、手数料率は約定金額によって変わります。国内株式の手数料は、約定金額が 5000 万円超の場

合が最大で一律 23 万 5548 円（税込）、約定金額が 2500 円以下の場合が最小で一律 2700 円（税込）です。外国株式の手数料につい

ては、別途「外国株券等の取引に関する重要事項」をご覧の上ご確認ください。なお、保護預り口座管理料は 0円です。 

◇本レポートは当社に著作権があり、事前の承諾なしに本レポートの全部または一部を引用または複写、転送することを禁じます。 

 

【当社の概要】 

商号等       三木証券株式会社  

登録番号   金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第 172 号 

加入協会     日本証券業協会  

指定紛争解決機関 

       特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

本店所在地   〒103－0027 東京都中央区日本橋 1－20－9 

資本金       ５億円   

主な事業     金融商品取引業 

重要な注意事項 
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