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仕とは、私自身の満足度だと。利益は会社を維
持・継続するための手段として必要なもの。そし
て、会社を通じて、会社の行っているビジネスを
通じて世の中のために、世の中に係わり満足感を
得る。これが私の考える『職業奉仕』だと思って
います。
今日の卓話『42：19：9のお話し』は外貨保有
ロータリーに入会致しまし

の話しです。外貨資産を持ち保全を考える。お金

て、１年と８ケ月が過ぎまし

を、資産を守ると言うお話しです。私にとっての

た。

職業奉仕です。是非、お聞き下さい。

先輩方に毎週毎週刺激を頂

外貨の話しの前に１カ月半ほど前に支店で『新

いておりまして、自分自身が

春セミナー』を行いましたので、その時に使った

日々向上していくのが目に見

冊子をお配り致しました。良く出来た資料です!!
世界経済全般から中国経済など、最後のほうは人

えて分かります。
本当にありがとうございます。

口ランキングやGDPランキングなどバラエティー

本日はロータリーに入会して３回目の卓話をさ

豊かに細かく情報が満載されております。是非、
ご利用・ご活用下さい。

せて頂きます。
本日の卓話『42：19：9のお話し』に入る前に

〜それでは外貨保有のお話しを致します〜
☆

少し別のお話しをさせて頂きたく思います。

外貨を持つ時代が来た!!
外貨には２つの運用方法があります。１つは１

先日、後輩と都内の有名お鮨店に行きました。
カウンターに座りビジネスの心得などを話してい

＄80円で買って90円で売って10円儲ける馴染みの

ましたら、隣に座った米国人男性の方が話しかけ

ある運用。もう１つは『保全』。この保全につい

てきました。その方はTOKYOにビジネスで出張

てのお話しが今日のメインです。一番の安全は

に来ていまして、私と意気投合してエキサイティ

色々な外貨資産を保有することだと考えます。

ングに色々とお話しすると、実はロータリアンと

私は海外にも行かないし、この街で生まれこの

いう事が判明致しました。更に驚いたのが私のま

街で暮らしこの街で生涯を終える。ブランド品も

た隣でお食事をしていた方もロータリアンでし

いらないし外車にも乗らない。だから外貨を保有

た。都内で会社を経営されている方で従業員を３

しなくてもいいよと思っている方もいらっしゃる

人お連れしての会食でした。色々とビジネスの話

と思います。この様な方でも外貨資産を保有する

しや、ロータリーの話しをしている中で、私は２

時代が来たと考えています。例えば着ている物、

月14日のインターシティー・ミーティングで議題

食べ物、机、エネルギー、私たちの生活は殆どが

になった『職業奉仕』についてお二方にお聞きし

海外から輸入しています。全ての取引に為替がか

ました。

かわっています。オープンな国も、閉鎖的な国も

結論は難しく、それぞれの方が別々のことを思

自給自足の出来る国は殆どありません。国力が通
貨の価値にかかわってきます。ですから地球人と

っていました。
土、屋バストガバナーがIMリーダー挨拶の文章

して生活している以上、外貨との係わりは深いわ
けです。ロシア・韓国の13〜14年前を思い出して

でお述べになられました。
「ロータリーは決して学問ではありません、因っ

みて下さい。国力の低下から自国の通貨が安くな
り国民の生活が苦しくなった。しかし、外貨資産

て正解は在りません。」
私は私なりに考えました。私にとっての職業奉

を保有していた人々は自国の通貨が安くなっても

− ２ −

他の強い通貨を使って生活し、無事国力の低下で

◎

この答えが今日の卓話の題名です!!

通貨が安くなっても乗り越えてきました。今後の

別紙の「世界の為替取引量」この比率です。

日本を考えた上で国力が強くなるか弱くなるかは

ただ、これからはG7・8→G20の時代です。ゲ

分かりません。分からないからこそ資産の一部に

ームのルールが変わってきています。
新興国の通貨も混ぜて考える事が大切なのでは

外貨を保有する事を考えるべきではないかと思い

と思います。

ます。
昨年の12月、NY・ボストンに出張で行って来
ました。海外の金融機関の仲間に「何故今、円高

まだお伝えしたい事はたくさんありますが、時

なのか？」ヒアリングしてきました。海外の方々

間がありませんので次回のお話しは４回目の卓話

の回答に違和感をおぼえました‥・やはり外貨資

で・・・
ご清聴ありがとうございました。

産を保有する事が『保全』だと認織致しました。

外貨保有の意味は分かった。では、どの比率で

（セミナー冊子のご説明）

外貨を保有すればいいのか？

た。以来18年間アメリカで生活しています。今回
も東京マラソンの日に成田空港まで見送りしまし
た。「元気でね。
」と次女をハグして送り出しまし
た。ここでは次女は離婚も経験しました。成田か
ら松戸までの帰路、妻に、「俺も60歳になった。
ニュージーランドの地震で

もうこんな悲しみは嫌だ。
」と言ったところ、「菜

被災され亡くなられた方々に

穂子には菜穂子の人生があるんだから。」と説教

哀悼の意を示したいと思いま

されました。
昨年の中山政明会長はロータリー家族という、

す。
お見舞いを送金したく、理事会にはかりたいと存

大きな概念のお話をなさいました。会社も大きな

じます。米山奨学生のお名前は、劉微(ﾘｭｳﾋﾞ)さん

家族なのだという考え方もあります。本日、自社

です。項羽と劉備とかの昔の中国の武将と似てい

のホワイトボードの ５Ｓ推進委員会の報告に、

ます。米山カウンセラー指名の依頼が来ています。

「掃除は自分の家という意識を思ってやりましょ
う。」とありました。

これも理事会にはかります。

本日は 松戸ロータリークラブ家 の末っ子が卓話

日曜日に開催された、東京マラソンに小川一会
員が出場されて5時間12分で完走されたそうです。

します。とても迫力ある末っ子であります。野村

素晴らしい。八丈島に移り住んでいる私の弟も完

證券の松戸支店長・澤田正宏会員です。「４２：

走できたと聞いています。

１９：９

のお話し」です。何のこっちゃ、これ

3月は、ロータリー家族月間です。家族の概念

は。澤田会員は大学時代、アメリカン・フットボ

や家という概念は、人によって様々と思われます。

ールをやっていました。今朝の朝刊に、ウォーリ

私の次女は4年ぶりに帰国した訳ですが15歳の中

ー与那嶺さんが亡くなった記事がありました。日

学卒業と同時にカナダ・アメリカに留学し、念願

本では野球で有名でしたが、アメリカン・フット

の南カリフォルニア大学の映画科を卒業できまし

ボールの選手としても一流であったのを沖縄の空

− ３ −

港で見たことがあります。あの長嶋茂雄が与那嶺

五

心

施 （しんせ）

＝

心慮施

しんりょ せ

選手の走・攻・守をめざしたそうです。
野村證券のホームページを眺めていました。資

心から共に喜び、共に悲しみ、感謝する。

本金100億円の野村證券の親会社が野村ホールデ
ィングスであり、資本金4,900億円であることや

六

床座施 （しょうざせ）
しょうざ

創業者が野村徳七であることなど知りました。能
舞台のある京都の碧雲荘や野村美術館には、金に

せ

牀座施

＝

自分の座席や地位を譲る。

糸目をつけずに買い求めた茶道具などたくさんあ
ります。野村エピソードは尽きることがありませ

七

ん。

房舎施 （ぼうしゃせ）
雨露をしのぐ場所などを分け与える。風

野村徳七で思いついたのが無財の七施でありま

呂をふるまう。

す。昔聞いた、松戸東ロータリークラブでの卓話
です。菩提寺の栄松寺住職・チャーターメンバー
の五十嵐義雄会員から聞きました。何もロータリ

卓話を聞いて 私は個人的に外貨資産を約３００

ーの奉仕ばかりでなくとも、日本には布施という、

ドル足らず、持っています。財産三分法と進化な

立派な奉仕があるという内容でした。

のかと感じました。よく、「三日見ぬ男子は剥目
して会うべし。」と言いますが、澤田会員のこと

しち

せ

無 財 の 七 施

でしょうか。天晴れ、天晴れ、若武者。

地位や財産がなくても 誰もが いつでも 容易に で
きる布施の行として、良好な人間関係を維持する
ぞうほうぞうきょう

「雑宝蔵経」に挙げられている 七つの施し。 全国
では色々な呼び名があるようです。

一

眼

１．クラブ内、会議・連絡事

施 （げんせ／がんせ）
じ がん せ

＝

項等の案内

慈眼施

例会終了後理事会を開催

優しい温かいまなざし で人に接する。

します。
二

和顔施 （わげんせ／わがんせ）
わ がんえっしょく せ

＝

２．外部からの会議・連絡事項等の案内

和顔悦色施（わげんえつじきせ）

ロータリー情報研究会報告書が地区のホーム

優しい ほほ笑み をもって 人に接する。

ページにのっています。
三

言辞施 （ごんじせ）
あい ご

＝

せ

３．他クラブ会報・その他

愛語施

特にございません。

優しい 言葉 をかける。

四

身

４

施 （しんせ）

例会変更の連絡

しゃしん せ

＝

松戸中央ＲＣ

捨身施
肉体を使って 人のため 社会のため に働
く。

・３月10日
に変更

− ４ −

の例会は健康診断の為、移動例会

点鐘

12：30

場所

東葛クリニック

・３月31日

の例会は定款第６条第１節により

休会
松戸西ＲＣ
・３月16日

【誕生】島村

俊充君 3日

【誕生】斎藤

重久君 23日

【誕生】山田

達郎君 13日

の例会は親睦夜間移動例会に変更

点鐘

18：30

場所

北小金ボウル

・３月30日

の例会は定款第６条第１節により

休会
【結婚】下田夫妻 1日

５．その他報告
特にございません。

【結婚】浅井夫妻 1日

①

【結婚】小倉夫妻 15日

退会者の件
奥村会員退会の件承認する。

②

米山奨学生の件

【結婚】鎌倉夫妻 20日

カウンセラーを島村俊充会員に受けてもらう
件
③

承認

■入会記念日

田中

忠行君

平成 4 年 3 月 4 日（19年）

会計の件

■会員誕生日

松本

幸夫君

4日

杉浦

裕君

7日

承認

田中 忠行君 13日

④

③

プログラムの件

待山 克典君 21日

承認

飛田

その他

■ご夫人誕生日

勤君 21日

小林

南子様

1 日（小林孝數夫人）

金

亜諄様

8 日（織田信幸夫人）

柳澤

恵子様

9日

土、
肥江里子様

10日

島村はる代様

21日（島村善行夫人）

下田美津江様 25日
小倉 昌美様 29日

【入会】安井 克一君
昭和60年3月27日（26年）

【入会】田原 晨暁君
平成20年3月26日（3年）

■結婚記念日

− ５ −

山田

陽子様

冨田

夫妻

29日（山田達郎夫人）

20日

安井克一君／長い間お世話になっています。有難
うございます。
小倉純夫君／結婚記念日のお祝い、併せて家内の
誕生日のお祝い有難うございます。毎年、お送り
いただける花を楽しみにしています。
斎藤重久君／誕生日祝いありがとうございます。
63才になります。今後共宜しくお願い致します。
鎌倉康裕君／結婚記念品ありがとうございました。
これからも楽しく過ごしたいと思います。今後共
よろしくお願い申し上げます。
島村俊充君／誕生祝いをいただきありがとうござ
います。明日（３月３日）は、家族で祝ってくれ
るようです。これからもよろしくお願いします。
小林孝數君／家内の誕生日祝いの花が届きました。
大変嬉んでおります。有難度うございました。
織田信幸君／家内への誕生祝いありがとうござい
ます。
下田由起男君／妻の誕生日と結婚記念ありがとう
ございました。昨日の３月１日で30周年となりま
した。娘も先週、婚約しました。今年は春から、
めでたいめでたい!!
会員52名

義務会員43名

免除会員 9名

山田達郎君／誕生日のお祝いを、夫婦揃って頂き

出席43名

義務会員36名

免除会員 7名

ました。四捨五入で50才になります。今後とも宜

仮欠 9名

義務会員 7名

免除会員 2名

しくお願いいたします。
浅井利明君／お蔭様で結婚12年目となりました。

田中

忠行君

中田智次郎君
飛田

島村

善行君

川並

芳純君

土、肥伸一郎君

加瀬

仁君

昨日でしたが、ロータリーの例会がなければ、忘
れていたところでした。ありがとうございました。

勤君

本日出席率

86.0％

先々週出席率修正

80.0％→84.0％

ニコニコBOX

当日￥ 65,000

累計￥909,000

財

当日￥ 3,681

累計￥119,661

団BOX

文責／太田原
− ６ −

