
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんに嬉しいお知らせがあります。 

金山さんからの紹介でパワーRC の卓話をして頂いた 

大木トオルさんの内容が 3 月号ロータリーの友「卓話

の泉」に掲載されます。 

しかも大きく。 

広報委員会方々のご尽力もあり実現しました。 

ありがとうございました。 

是非 3 月号はしっかり読みましょうね。 

先週スポーツの話をしましたが、女子サッカーの情報

です。2023 年に女子サッカーワールドカップの開催誘

致のエントリーが締め切られました。 

ニュージーランド・オーストラリアの共催チームとブ

ラジル、コロンビア、と日本の 4 ヶ所が正式にエント

リーしました。 

来年 5 月に開催国が決定します。23 年からの大会では

出場国が２４チームから３２チームに増える予定です。 

日本に決まればエコパスタジアムも開催会場として使

用される確率が高いと思います。 

藤枝順心が日本一に成りましたので、期待して待って

いたいと思います。 

又 エコパで感動のシーンが見れたらいいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①2020 年 1 月~３月分の会費振替日について 

②事務局の一時引越しについて 

 ・引越し期間：１月 23 日(木)~2 月 27 日(木)※予定 

 ・引越し場所：１階 ブライダルサロン 

③例会終了後に正副役員会があります。 

④次年度地区出向の委嘱状授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小澤 邦比呂 さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リビー ジョーセフ マテュー さん 

 

■会場：オークラアクトシティホテル浜松 3 階 チェルシーの間 

■司会：寺田洋平 曽布川美登理  

■点鐘：小田木基行  

■週報：中野雄介 

■ロータリーソング：手話「希望のエナジー」  

 

 

米山記念奨学生 サイ・ピョー・ミエン・マオさん 

 

① 稲野 清治さん 

会員数 79 名（内出席免除会員 2 名） 

出席数 56 名 出席率 72.73％ 

前々回出席率 85.71％ 
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ニューパワーを発揮してみんなでつながろう 



 

 

・龍谷義行さん 

1 月 17 日で６４歳になりました。 

来年は一つの区切りとなる６５歳になります。 

今年も仕事に遊びに楽しみたいと思います。 

・曽布川美登理さん 

１月１７日が誕生日です 

車のナンバーで１１７多くないですか？ 

そのナンバーを見ると1月17日生まれかな？と思っ

てしまいます。 

・加藤惠司さん 

1 月３１日で６２歳になります。 

今朝、家を出るときに妻に僕いくつになる？と聞い

て出てきたので間違いないと思います。 

想像していた 60 代と違ってバタバタ忙しいなと 

いう気がしてます。1 年、1 年大切に過ごしたいと 

思います。 

・安間利広さん 

1 月３１日で５２歳になります。 

1 月１７日生まれと１月３１日生まれ２人ずつで 

２ペアみたいですね。 

去年は職場が変わったり２０年くらい子供同様に 

接してきた子が結婚したりなかなか環境の変化が 

大きかったですが一番大きな出来事は孫が無事に 

産れたことです。 

 

 

会員選考・クラブ研修委員会「新会員による自己紹介」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海東京証券株式会社 浜松支店 支店長 

柳田高廣さん 

 

会員№１９７の柳田高廣です。昨年の６月に入会させ

ていただきましたので既に 6 か月経ちました。 

出身は広島県の福山です。趣味は 6 年ほどやっており

ますサックスです。証券会社に入りまして浜松支店で

12 店舗目になります。５８歳になりますが銀行から戻

って現場の支店長をさせていただいてます。今一番困

っていることは部下が若いということです。支店の半

分以上が 20 代です。 

朝会で 5～10 分話をするのですが、会話が通じない 

ことがよくあります。まず 20 代の人たちはテレビを観

ません。ですからドラマの話をちょっと振っても首を 

傾げられます。彼らは Netflix、amazon prime を観て

いるので日本のテレビ番組を観ていません。 

そういった彼等と話をしていくことが一番ネックにな

っています。新人を育てないといけない中で Netflix、

amazon prime、YouTube を見、PS4 でゲームをする

そういった彼等をお客様のところに訪問し色々な提案

をしてもらうことに苦労しています。 

 

証券会社の支店長ということでここ最近、新春セミナ

ー等もやっておりますが若い人達に話をする中で自分

が感じているのは時代が変わったということを感じて

います。その 1 つは apple の AirPods です。これを使

用し音楽を聴き、通話が可能です。AirPods の売り上げ

は 1 兆 3,000 億。今年は１億台売れるのではと言われ

ています。apple はこの商品だけで３兆円稼ぎます。日

本の企業で１兆 3,000 億というと任天堂、東京エレク

トロ、商船三井が同程度でしょうか。 

今年 3 兆円となると、JR 東日本くらいの売り上げがあ

ると…そういったものを若い人たちは「耳」に付けて

いるという話から時代はグローバルになっているので

証券会社はアメリカ株とか外株を取り扱っています。

そういったことに結び付けてお客様に提案するように

いろいろ考え教えながら支店運営を行っております 

私も５８歳になりましたのであと 1 年もすれば楽な方

にいけるのかなと思っているんですが、ここにいる間

は精一杯お客様の為、浜松市に少しでも貢献できるよ

うにしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡三証券株式会社 浜松支店 支店長 

稲垣有治さん 

 

稲垣有治と申します。 

私は 1970 年生まれの今年で５０歳になります。 

出身地は三重県鈴鹿市です。 

今、家族は千葉県で妻１人、子供２人で単身赴任 8 か

月目となります。会社に入社して２５年目になるので

すが柳田支店長は１２回転勤されてるという話があり

ましたけれども私は１０回です。霞が関虎ノ門支店に

９年、三重県鈴鹿市に１年、本店に戻って組合の委員

長を 2 年、渋谷に 4 年、札幌 2 年、池袋 1 年、三重県

津に 1 年半、本社に戻って 1 年半、新宿 1 年 2 か月、

浜松７か月目となります。左遷と栄転を繰り返しなが

ら今の地位にやっと登り詰めたというところでござい

ます。 

趣味はバイクとゴルフです。ゴルフが趣味と言うと、

スコアを聞かれ、メンバーに馬鹿にされます。そんな

スコアで趣味と言うな、と言われるんです。浜松に来

てゴルフを１０回くらいやりましたが、なかなか上手

くなりません。 

12 月に 1 度腰を悪くし、そこから１００前後のスコア

を行ったり来たりというところです。 

またゴルフの機会などがあれば、誘っていただければ

と思いますので宜しくお願いします。 

柳田支店長がマーケットの話をされましたので、私は

どうやったら資産が増えるのかなというお話をさせて

いただきます。 

皆さん少なからず資産運用されていると思います。 
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株であったり有価証券、株債権、投資信託、不動産、

金、プラチナ、ゴルフ会員権等を運用されていると思

いますが今一般の 1 人当たりの金融資産は 1 千万円～

1,500 万円とか言われておりますけれども、ここ１０

年日本人の金融資産はほとんど増えていません。 

アメリカ人の金融資産は増えており、１人当たり 

4,000 万円～6,000 万円といわれております。 

20 年前の日本は金持ちとされておりましたけれども 

今は段々と貧乏になってきていると言われてます。 

何故かというとアメリカ人の金融資産の預金は１０％ 

株式 35,6％、投資信託など運用が 50％。 

日本人は預金が５０％、株式 12,3％でリーマンショッ

ク以降アメリカの株が４～５倍になったり日本はリー

マンショック後、日経平均３倍になってるのですが全

く日本人は増えてません。日本人は少しずつ貧乏にな

ってきている気がします。 

そこで私たちはどうすればいいかと働いているわけで

す。先ほどアメリカの株の話が出ましたが、例えば

amazon であればここ１０年で１００倍になってます

し Netflix であれば５０倍くらいになっております。 

Apple も 30 倍くらいになってるので、海外資産を持つ

ことが必要になってくるのではないかと思います。 

今、日本に来る海外の方が増加しているのは、アベノ

ミクスで日本にインバウンドで来る人が多くなってい

るのは、日本の人口が減っているからです。日本の人

口が減っているため、消費が盛り上がらない。仮にで

すが 3,000 万人～4,000 万人の人が日本に来ています

が１人１０万円消費してくれれば 

それだけで 3 兆円になります。15 万円で４兆円となる 

これが日本人の人口の減少を防ぐ意味でのインバウン

ド。海外の人が何故日本に来るかといいますと、３０

年前に日本人がアメリカやヨーロッパに行って買い物

をしたように、日本に来て物を消費すると今、大変安

いからです。我々日本人がアメリカ、ヨーロッパに行

ってお昼ご飯を食べようとすると 1,000 円で食べられ

るものは無い、と言われてます。1,000 円以下で食べ

られるものはマクドナルドとスターバックスくらいで

す。ランチは２～３千円が平均価格です。それくらい

日本は物価が安くなっている。日本が売られていると

いう状況です。 

そのような中で資産運用として海外資産をもつという 

ことが１つ挙げられます。 

あと投資の仕方としてだいたいお客様には A と B とい

うように２つの銘柄を買ってもらいます。 

片方が 2 割上がって片方が２割下がります。 

そうするとだいたい上がった方を売って安くなった方 

を買います。これは全く逆で下がった方を売って上が

った方を買うと儲かります。 

ある程度の資産を持った方には福利運用をおすすめし

ています。 

インフレに備える運用が必要だと思います。 

何の銘柄を買ったらいいか悩んだ時は柳田支店長か 

私にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-Shape 代表 野口雅子さん 

 

兵庫県尼崎市出身ですが父親の転勤の関係で 2 年毎に 

引っ越していました。 

2 年毎の転勤で嫌な思いをしていましたが、先ほどの稲

垣さんの話を聞き、私はまだまだ甘いなと思いました。 

子供の頃は内弁慶で引っ込み思案。人と話すのが苦手

でした。登校拒否もし、母親に苦労させたと思います。 

そんな中で台湾の台北に住むことになった際に、初め

て友達と呼べる人が出来ました。 

去年台湾で同窓会を開催し、その時に得た友達の大切

さを感じました。 

現在、株式会社 M&M クリーンで働いています。 

業種は清掃で主にアパート、マンションの定期清掃を

行っています。 

会社を立ち上げた当時はお金が無かったので清掃会社

を始めました。理由は設備投資がいらなかったからで

す。ほうきと塵取りと雑巾があればできるということ

で選びました。 

起業してすぐに妊娠し、出産直前まで働いていました。 

当時の清掃業はかなりいい加減な会社もありました。

タバコを吸って時間潰しをする同業がいる中、私たち

は必死に清掃していたのを認められ、戸数も増え順調

に業績を伸ばしてきました。 

その後、趣味が高じて湖西市にあるスポーツジムの 

ドラゴンフィットネスを始めることになりました。 

その子会社として X-Shape で働いております。 

主に加圧トレーニングや普通のトレーニングを行って

おります。トレーニングというとボディビルの方を想

像されると思いますがいつまでも自分自身が健康でい

るために必要なトレーニングだと思います。 

部分痩せに非常に効果のあるハイパーナイフも導入し

ております。ご興味のある方はご連絡ください。 

 

 

 

・稲野清治さん 

 電気工事士資格試験に自己採点ながら満点合格しま

した。 

 これでまだボケていないことを証明できました。 
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