
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （5月 26日）  

次週の予定  （6月 2日） 

◆ 出席報告（5月 19日分） 

会員数 42名 出席数 34名 欠席者 2名 

特定免除 6名 その他免除 0名 

出席率 94.44％ 

 

前々回 4月 28日分 

ホームクラブの出席者 28 名  82.35％ 

メークアップの結果 33名 

特定免除 8名  その他免除  0名 

欠席者 1名  修正出席率 97.06％ 

 

ロータリーソング 

「我等の生業」「四つのテスト」 

第２６６０地区 
大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12時 30分～1 時 30分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967年 12月 26日 
■会 長 髙島  登 
■幹 事 大東  弘 
■会報委員長 東野 喜次 
 

◆4 つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 
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先週の例会報告 
 

 
ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長 

ゲイリー C.K. ホァン 

 

 

２０１４年～２０１５年度 

国際ロータリーのテーマ 

大東ロータリー会長テーマ 

「LIGHT UP DAITO 地域と ともに輝きを」 

         
  

裏面に記載 

「 雑 感 」 

 池田 實 会員 
 

ゲストスピーカー  
池田泉州 TT 証券 堺支店長 清田 晋也 氏 

営業 針間 慧太 氏 
「 特発性正常圧水頭症について 」 

 堀部 邦夫 会員 
 



 
今週の話題は何と言っても5月17日に大阪市で行わ

れた住民投票でしょう。投票の前も投票が行われ、結

果が出た後も住民投票の話題はあちこちで聞かれまし

た。大東市では今回の住民投票には参加していません

が、今日の朝刊で大東市長は、「五つの特別区の設置実

現の後の周辺自治体を含めた構想が示され議論されて

いれば大阪市民だけでなく、府民の問題として議論が広がったのではないか」との

コメントを出されていました。今回の住民投票は大阪市だけの問題では無く、大阪

府下全体に及ぶ問題だったのかもしれません。賛否は別として、これからの大阪に

期待したいと思います。 
今日はゲストスピーカーに池田泉州 TT 証券より 2 名お越し頂き、株式相場のお

話を聞かせて頂く予定です。今日午前の日経平均株価は２万円を超えています。リ

ーマンショックの後は日経平均が 2 万円を超えるなど夢にも思いませんでした。 
そして、今日発表されました今年４月の大卒と高卒の就職率は大卒が 96.7％、

これはリーマン前の 2008 年 4 月の 96.9％に次ぐ高い水準です。高卒は 97.5％で

1992 年以来 23 年ぶりの高い水準です。景気が良くなり仕事が増えるのはとても

良い事です。 
今日はプロの株式のお話を聞いて、皆さんと一緒に景気の波に乗りたいと思い

ます。 
 
 

髙島  登 会長 
 
 
 
 

会長の時間 

     
 
 

埼玉県北本市石戸宿 東光寺境内 

源頼朝の弟範頼（蒲冠者）は頼朝により修善寺に幽閉され、のち殺されたが、

石戸宿の伝説ではこの地に逃れて隠れ住んだという。そして逃れるとき立てた杖

が根づいて蒲桜になったという。 
 推定樹齢 700 年で山桜と江戸彼岸の自然雑種といわれ、国の天然記念物に指定

されている。   

『石戸の蒲桜』                        ●日本の桜百選 23             



                 
塩釜東ロータリークラブより手紙と写真を頂いております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

幹事報告 
幹事 大東  弘 

 
２０１５～２０１６年度 

●第２回クラブ協議会のお知らせ● 
 
第２回クラブ協議会を下記の通り開催いたします。 
次年度の理事・役員・委員会委員長の皆様はご出席下さいます様、お願い

申し上げます。 
日  時 ２０１５年６月２日（火） １８：００～ 
場  所 秀 
＊ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。 

 
２０１５－１６年度理事役員懇親会 開催 

５月 19日（火）まんま家に於いて、が開催されました。 



 
◎ニコニコ箱          間 紀夫 委員長 

・入会記念日 自祝      大川 真一郎君 

・入会記念日 自祝      木田 眞敏 君 

・入会記念日 自祝      空門 満也 君 

・小川さん今夜宜しくお願いします    髙島  登 君 

・小川さん今夜よろしくお願いします    大東  弘 君 

・2人目の孫が生まれました     小川 芳男 君 

・元米山奨学生 フゥ・スイコウさん 送別会に参加させて頂きました  

田川会員お世話になりました 感謝    杉原 巨峰 君 

・初めて「寄席」に行って来ました 感謝   木村 克己 君 

・親睦活動委員会の皆様有難うございました  

残り 1ケ月半宜しくお願いします 感謝   東村 正剛 君 

・ゴルフ同好会 第 4回ゴルフコンペ欠席 お詫び  間  紀夫 君 

・発電所、５月 15日に立柱式を行いました 順調に進んでいます 東野 喜次 君 

 

 

◎インターアクト委員会         空門 満也 委員長 

本日はご報告が二点ございます。まず本年度インターアクトクラブからです。 

6月 7日日曜日ですが、金光八尾中学校高等学校におきまして新入生歓迎会が取

り行われます。時間は 10：00から 16：00です。当日は記念講演と親睦を深め様々

な学びが出来るレクレーションゲームが行われます。出欠のご返事がまだの方は是

非出席で宜しくお願い致します。 

また次年度の方からですが海外研修のご案内が届いております。本年度は 8月 4

日から 7日、韓国はソウルの方へ訪韓する予定です。こちらの方もぜひご参加頂け

ます様宜しくお願い致します。 

 

 

◎青少年奉仕委員会           橋本 正幸 委員長 

ニコニコキャンプが 7 月 31 日(金)～8 月 2 日(日)、東大阪市立野外活動セン

ターで行われます。 

興味のある方は事務局まで、申し込んでください。 

開 催 日：2015 年(平成 27 年)7 月 31日(金)～8 月 2 日(日) 2 泊 3 日 

場   所：東大阪市立野外活動センター 

参加対象者：RI 第 2660 地区の各ロータリークラブ推薦による 

小学 4～6 年生の男女児童 

参 加 定 員：男女児童(小学 4・5・6 年生) 82 名(先着順)   

委員会報告 



 
「株式相場の現状と見通し」 

 

 

 

 

 

 

 

ゲストスピーカー  

池田泉州 TT 証券 堺支店長 清田 晋也 氏 

営業 針間 慧太 氏 

担当 谷中 清孝 会員 
 

私たち池田泉州 TT 証券は 2013 年 9 月に池田泉州ホールディングス（以下池田泉

州 HD）、東海東京フィナンシャルホールディングス（以下東海東京 FH）の２社の共

同出資で誕生いたしました証券会社でございます。 

東海東京 FH は全国の地方銀行との合弁会社は池田泉州 HD で 4 社目となっており

ます。株式や投資信託はもちろんのこと、今まで銀行では扱えなかった商品を取り扱

っており大手証券会社と遜色ない幅広い提案を日々行っております。 

ここではお話しさせていただいた株式相場の現状と見通しを述べさせていただきます。 

日経平均は年末にかけて 21,000 円から 22,000 円になると考えております。理由と

致しましては日経平均の予想 PER（株価収益率＝株価÷1 株あたりの予想）が低下、

予想利益が伸び悩んだ米 S&P500 種指数の予想 PER を再び下回って、日本株には割

安感が浮上しております。また東証 1 部の時価総額は 589 兆円（4 月 23 日）と 89 年

バブル期（12 月がピークで 606 兆円）に迫ってきております。しかし 89 年の東証一

部の上場会社数は 1,165 社であったが現在（15 年４月）1,879 社と 1.6 倍に増加して

おります。そのためバブルのような過熱感はないと思われます。 

また今年はコーポレートガバナンス（企業統治）が 6月から制度として始まります。

それにともないコーポレートガバナンスを強化する企業としない企業との格差が出

てくると考えられます。コーポレートガバナンスに目覚めた企業の資本効率が改善し

日本の成長を牽引していくと考えられます。 

先週の卓話 



また上昇するポイントは 3 つございます。 

１つ目は ROE（株主資本利益率）の向上でございます。ROE とは企業が株主から

預かった資本をいかに効率よく使い、利益を上げているかを示す指標でございます。

米欧企業の ROE が総じて 2 桁なのに対して TOPIX の ROE の平均は 8.5％にとどま

っております。この企業の ROE 向上で長期マネーを呼び込む大事なポイントになる

と思います。 

2 つ目は年金改革でございます。GPIF は日本株での運用を大幅に見直すことを発

表致しました。（14/4/4）発表内容は①運用の拡大②アクティビストへの運用委託③新

たなベンチマーク（JPX 日経 400）の採用でございます。また昨年 10 月には国内株

式での運用比率の目標を 12％から 25％に引き上げることを発表しております。

（10/31）このことからも日本株を押し上げる要因になると考えられております。 

３つ目は 2015 年 8～9 月に日本郵政の上場が控えております。上場時の時価総額は

7 兆円を超えた 1998年の NTT ドコモに匹敵する大型新規株式公開となる見込みでご

ざいまして期待も大きくなっております。 

以上のことから日本株は 20,000 円をつけましたがまだまだ上昇余地はあり投資い

ただくタイミングとしては絶好のチャンスであると考えます。 

 

 

 

 
◎ゴルフ同好会         田川 和見 キャプテン 

5 月 20 日（水）、交野カントリークラブにてゴルフコンペが行われました。参加者

１８名、優勝は山田会員でした。次回は 6 月 24 日の予定です。 

多数の御参加お願い致します 


