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4つのテスト

●真実かどうか

第1732回例会

●みんなに公平か

令和元年5月20日

卓話
熊本震災のその後
熊本中央ロータリークラブ
パスト会長 藤本 真一 様

今週の歌
前回内容
大藤会長

皆さん今晩は。お元気なお顔を拝見でき喜んでおり
ます。私の経験で、これほど長い連休は、大学卒業以
来なかったのかな、と思います。皆さんはいかが過ご
されましたでしょうか。その間上皇陛下が天皇陛下を
退任され、新しい時代の令和がはじまりました。現天
皇陛下は早生まれのため、年は違いますが、私と同じ
学年でございます。 5 月 1 日以降の精力的なご活躍を
連休中に拝見し、私もこれからだなと感じました。
思うに、もの心ついた小学生のときは、上皇陛下が
皇太子であり、将来天皇陛下になられる時代は、予想
もつかず、天皇陛下が崩御されるようなことは考えら
れませんでした。しかし、その時は突然やってきまし
た。崩御される当日が、未だ正月気分が抜けない時の
突然のニュースでしたから時代が代わるなんて、とす
ごく心配にかられたものでした。
しかし、今回は、近代から現代において初めての退
位からの即位という事実を目の当たりにし、おだやか
な時代移行を感じました。よく日本は平和ボケだと非
難される方がおられますが、そうではなく、努力して
平和を維持してきたのだと思います。日本のあるべき
姿を誇りにし、平和を世界に広めたいと思う次第です。
ところで、スリランカの爆破テロでございます。被
害にあった方々には大変なこととお見舞い申し上げま
すが、姉妹クラブのコロンボセントラルRCの皆さん
やご家族、そして、米山奨学生のサンダリさんのご家
族に被害がなかったことには安堵致しました。RCに
テロを防ぐことはできませんが、世界の平和への道筋
を築くことは可能であると信じております。色々な対
立はあれども、全世界にまたがるRCの使命とも思
い、平和へのリーダーシップを発揮したいものです。
それでは、皆さんにとって、令和の時代が良き年で
ありますようにお祈りいたします。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

●みんなのためになるかどうか

幹事報告

榎原幹事

◇本日の週報「今週の歌」に「君が代」も入ります。
◇来週例会後に新旧合同理事会を開催します。
◇ロータリーの友 5 月号をBOXにお入れしました。
◇東大阪東RC会長より、春のRYLAセミナー終了の
お礼が届いております。
◇ 5 月誕生日のお祝いをお渡しします。結婚記念日の
お祝いを発送しています。
◎米山奨学生サンダリさんに奨学金授与の後、今回の
スリランカでの事件に際し、皆様の温かいご対応に
感謝し、平和を祈る気持ちでいっぱいです。ありが
とうございました。とご挨拶されました。

「R−O−T−A−R−Y」

会長挨拶

●好意と友情を深めるか

仁科委員

三菱UFJモルガンスタンレーPB証券株式会社
プライベートウェルスマネージャー 今井 一雄 様
米山奨学生 サンダリさん

出席報告

出席委員会

宮川委員

●会 員 数 48名
出席会員数 42名
●来
客 2名
本日の出席率 93.33％
● 4 月15日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会

紙谷委員長

5 月17日
（金）
に春の全国交通安全（ 5 /11〜 5 /20）
迷惑駐車追放合同パトロールが実施されます。江坂公
園噴水前に 9 時半迄にお集まりください。時間は 9 時
半から10時半迄。ご参加のほど宜しくお願いします。

次年度幹事報告

堀次年度幹事

本日例会終了後、次年度クラブ協議会を開催します。

次年度クラブ奉仕委員会

橋本（芳）次年度委員長

6 月10日
（月）
、例会終了後に次年度第 1 回クラブ奉
仕委員会及び会員拡大会議を開催します。

青少年奉仕月間

第1733回

例会予告 令和元年6月3日

卓話
各同好会報告
俳句同好会
グルメ同好会
ゴルフ同好会
野球同好会

小林
伊藤
橋本
清水

哲
泰充
芳信
大吾

会員
会員
会員
会員

インスピレーションになろう

ゴルフ同好会報告

橋本
（芳）
会員

先日 5 月 8 日に第 3 回大藤会長杯ゴルフコンペが有
馬ロイヤルゴルフ俱楽部にて開催されました。参加人
数は14名、内夫人は 1 名でした。
4 月10日に予定していましたが天候の悪化の為、前
日に急遽、日程を変更させて頂きました。ゴルフ場を
段取りして頂いた、橋本幸治会員にはご迷惑をおかけ
しました。
ゴルフ場からも商品提供して頂き、ありがとうござ
います。連休休み明けの開催となり、若干参加人数が
減りましたが、最高のゴルフ日和でした。
優勝は小林哲会員、準優勝は橋本幸治会員、第 3 位
は新井清会員。
表彰式・懇親会はクラブハウスにて行いました。
尾家会員がこのゴルフ場の理事をされていますので、
ご挨拶をして頂き、参加メンバー全員にお土産にチーズ
ケーキを頂きました。本当にありがとうございました。
本今年度をもって橋本芳信は幹事を卒業させて頂
き、次年度から新しい幹事での体制となりますので、
色々と変わると思いますのでお楽しみにして頂き、多
くの方の参加をお待ちしています。
引続き、仁科会員より次年度の日程が発表されまし
た。 9 月 4 日
（水）
第 1 回、12月 4 日
（水）
第 2 回、 3 月
4 ・ 5（水・木）or 11・12
（水・木）
40周年記念、 5 クラ
ブ親睦コンペは10月16日
（水）
です。

ニコニコ箱

髙木副SAA

一雄 様

はじめにプライベートバンクはどの様な仕事をして
いるのか、顧客、歴史的な背景、代表的なプライベー
トバンクや特徴等について一般的な説明を致しました。
次に、現在、プライベートバンクの直面している問
題について説明させて頂きました。
リーマンショックを契機に、タックスヘイブンを絡
めた大企業や資産家の不透明な資金の流れについて報
道される機会が増えております。主要な顧客が資産家
であるプライベートバンクは、タックスヘイブンを絡
めた取引に関連するケースも多く、注目を集めており
ます。プライベートバンクも絡んだ本問題が社会に与
えた影響を説明致しました。
続いて、資産家の現状を調査機関の資料に基づき説
明致しました。資産家の定義、どのくらいの資産家が
世界にいるのか、どの国に多く居住しているか、過去
と比較し、人口、資産規模は増えているのか、全世界
からアジアまで地域別に説明致しました。資産家の趣
味や嗜好品への投資、財産をどの様に所有しているか
等にもふれて、資産家の現状を説明致しました。
最後に、資産家の所有している主要な財産について
市 場 の 背 景 を ふ ま え て 説 明 致 し ま し た。リ ー マ ン
ショック後の経済対策として、主要国政府と各国中央
銀行は、財政政策と共に、前例のない莫大な資金を市
場に供給する等、大規模な金融政策を行いました。政
策効果もあり、各国経済、及び市場は持ち直し、現在
まで良好な状態が続いていると言われております。
現在、資産家の所有している財産のほとんどの資産
価値は上昇し、高い水準で維持されております。株式、
債券、不動産関連資産や金利動向等にもふれて、それ
ぞれの資産価値の推移と現状を説明させて頂きました。

夕燕虫を銜へて二度三度

みかよ

まさお

第三百七十九回 平成三十一年四月二十二日
兼題﹁燕・涅槃会﹂

ひたすらに口開けて待つ燕の子

山牛

てのひら

掌にはかれば軽し八重桜

62,000円
1,325,000円
6,000円

今井

ときよし

本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
累計のニコニコB

三菱UFJモルガンスタンレーPB証券株式会社
プライベートウェルスマネージャー

この軒を恋しと帰り來し燕

卓話者の今井一雄様よりニコニコ箱に寄付を頂きま
した。

話

プライベートバンクと資産家の現状

次回 六月三日
兼題﹁五月・新緑﹂

●瀧川会員 昭和、平成、令和と 3 年号を経過しました。
●小林会員 ゴルフ同好会コンペ、久々振りの優勝で
あります！
●石﨑会員 202年ぶりの「御代替わり」
（みよがわり）
にクギズケでした。
●宮川会員 令和元年の初出席を祝って。
●井伊会員 令和最初のニコニコです。
●杦本会員 慢性硬膜下血腫の手術が無事終了し、後
遺症もなく元気に復帰できました。皆様、ご心配を
おかけしました。
●郷上会員 家内のガンの病状がオプジィーボの薬の
おかげで良好にむかっています。有難うございました。
●西村会員 5 月 7 日に大阪府産業功労賞を受賞しま
した。
（佐藤さんとご一緒でした）
●佐藤会員 西村さん同様、知事表彰をいただきました。
●橋本
（幸）
会員 親睦ゴルフ大会、大変楽しかったで
す。ありがとうございました。
●木田会員 結婚祝の花、ありがとうございました。
今井さんをお迎えして。
●長屋会員 令和元年、最初のニコニコです。
●仁科会員 令和最初のニコニコ箱です。
●榎原会員 長男が結婚いたしました。

卓

