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「こ ころの中を みつめよ う
博 愛を広げる ために」
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ＲＩ会 長
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４つのテスト (FOUR WAY TEST)
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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伊賀久記会長
●ソング

田辺市役所
主任

中西

荒城の月
いちよし証券株式会社
田辺支店長

野島

高速道路室

努 様

「高速道路ができるまで」

●ゲスト

5月3日(祝日)は休会です
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隆秀 様
桂

●ビジター
「 桜

No.38 2012年4月19日

三歩 様

-古座川町佐田七川ダム-」
撮影 横田達夫会員

出席報告
会員数
出席規定免除会員数

出席計算会員数
出席者
出席率
メイクアップ
修正出席率

☆4月15日に行われた地区協議会に参加された方々､ご
第2915回
84名
10名
82名
62名
76.54％
10名
87.81％

第2916回
84名
10名
82名
62名
76.54％
10名
87.81％

第2917回
84名
10名
82名
58名
70.73％

苦労様でした。･････････････････････････････伊賀
☆4月15日の地区協議会に多数の出席頂き､ありがとう
ございました。････････････････････････中松､長井

お知らせ

会長報告

・4月15日2012-2013年度のための地区協議会が行われ､
廣本次年度ガバナー補佐､中松会長エレクトをはじ
め12名が出席されました。
3月平均出席率
86.13％
・4月17日龍神プロバスクラブ創立6周年記念総会が行
メイクアップ
われました。当クラブより村上パストガバナー､吉
4月15日 廣本､中松､長井､山本､瀬戸､松本､福本雅､木村頼
田透会員､大木社会奉仕委員長､会長､幹事が出席致
木村勝､阪本､古谷､新井(地区協議会）
しました。
4月17日 村上､吉田透､伊賀､福本雅､大木
・地区大会事務局より米山功労クラブ賞の表彰状が届
(龍神プロバスクラブ創立6周年記念総会）
いています。
4月17日 榎本長(田辺はまゆうRC）
・広井永吉会員がポール･ハリス･フェローになられま
した。ロータリー財団より認証状とピンが届いてい
お 祝 い
ますのでお渡しします。
会員誕生日 福本義､那須
配偶者誕生日 堅田祥子(尚生）､髙橋陽子(武雄)
幹事報告
結婚記念日

坪井理津子(敏行）
木村勝

ニコニコ箱
☆野島隆秀様より卓話謝礼をニコニコ箱に頂きました。
☆いちよし証券野島支店長､本日卓話楽しみにしていま
す。･･････････････････････････････････新井､濵口
☆いちよし証券野島さん､卓話宜しくお願いします。･･
･･････････････････････････････････････柏木､近藤

・5月のロータリーレートは､82円です
・年度初めの予定通り5月3日の例会は､祝日のため休
会です。
・4月月信が､地区ＨＰにアップされています。印刷を
希望された方にお渡ししています。
・4月5日にビジターとして例会に出席されました辻本
供代さんの生駒ロータリークラブよりバナーを頂き
ました。
・熊楠ワークス、近隣クラブの会報が届いております
ので回覧します。

委員会報告

を冷静に判断する余裕を持ってください。もし株価が

野球部

新井康司会員

下がったら自分はどう対処するのかを考え、自分が株

・全国ロータリー野球大会の日程が決まりました。甲
子園で6月26日(火)第3試合で対戦相手は､滋賀県長
浜RCです。野球部の方は例会後､少しお残り下さい。

を持っている会社はなにによってダメージを受けるの
かを前もって知っておきましょう。例えばアメリカの

次年度

為替が大きく円高になると影響を受けるのか、という

長井保夫次年度幹事予定者

・15日の地区協議会へ出席頂いた方､ありがとうござ
いました。
・次週26日例会終了後､2012-2013年度第1回クラブ協
議会を行います。次年度役員･理事･各委員会委員長
予定者の方は､出席よろしくお願いします。委員長
予定者の方でご都合の悪い方は、代理の要請をお願
いします。

プログラム

株式市場が暴落すると会社の収益は影響を受けるのか、
ようなことを考えておきましょう。
この３つの余裕を持って、先の時間分散や銘柄分散を
行うことにより、投資リスクに対応することが可能に
なります。
自己責任の原則
ファッションやアクセサリー等の装飾品や、つり竿や
ゴルフクラブ等趣味に関してはよく研究し、根気良く
自分に合ったものを選ぶ人が多いのに、お金のことに

『４-５月相場展望』

なると「よく分からないから（営業員に）任せるよ」
とか、「何か儲かるものはない？」などと、他人任せ
な人が意外に多いようです。これはトラブルのもとで

いちよし証券株式会社
田辺支店長

野島

隆秀 様

す。
また、他人に任せておいて、失敗したときだけ他人の
せいにするという、虫のいい人も少なくありません。

株式投資の心構え(日本証券業協会ＨＰより）
３つの余裕
株式投資には「３つの余裕」が必要といわれています。
実際に株式投資を始める前にぜひ確認してみてくださ
い。
第１に、「資金の余裕」です。生活費をはじめ、使う
予定のある資金での株式投資はやめましょう。教育資
金や老後の資金等使いみちが決まっている資金、いざ
というときの資金を除いたお金（いわゆる余裕資金）
で投資するようにしましょう。
第２に「時間の余裕」です。当初の狙い通りに株価が
上昇しなくても、そのまま持ち続けていられる余裕が
ほしいものです。企業の資金運用者等に比べて個人投
資家が有利な点は、時間に制限がなく、決められた期

自分のお金を自分で管理せずに結果に関しては他人を
責めるというのは、いかがなものでしょうか。
他人任せは後悔のもとです。周りの意見を参考にしつ
つも、最終的には自分自身の判断で投資できるよう、
正しい知識を身に付けるとともに、自分なりの投資基
準を見いだしていただきたいものです。
以上を踏まえまして、卓話でお話いたしました市場の
動向、注目銘柄、推奨銘柄などを会員の皆様の投資活
動の一助にしていただければ幸いです。
(会報委員会より）
卓話内容につきましては文書化できない旨のお申し出があ
りましたので株式投資の心構えを掲載しました。

ロータリーゴルフ４月例会成績
４月２２日(参加16名)

白浜ＧＣ

間で結果を出す必要のないことです。上がるまで待つ
ことができるのです。そこをあえて、自分から期限を
決めて、半年後に使う予定の結婚資金やマンション購
入の頭金等を投資資金にして短期でちょっと小遣い稼
ぎという発想は持たないほうが無難です。
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第３は「心の余裕」です。株価は年に何回か急激に下
がることがあります。また、何年かに一度は大暴落も
あるでしょう。そういうときには、株価や相場の変動

※ﾆｱﾋﾟﾝ賞 №3-瀬戸 №18-中松
※次回は5月6日(日）スタートAM9:03-白浜ＧＣ
※5月13日(日)4クラブ対抗-ラビーム(ホスト田辺東RC)
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