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◇成田会長挨拶

奉仕の理想

ロータリではよく “奉仕”という言蕊が使

われ、先程のロータリーソングでも“奉仕の

理想に集いし友よ”と歌われております。

ロータリークラブには、クラブ奉仕、社会奉

仕、国際奉仕、職業奉仕を四大奉仕と称し、

各委員長は理事として活離しております。

よく奉仕とは何なのか、奉仕の原点をどこ

に求めたらよいのか、といった談論がなされ

ます。奉仕という言葉を“今の会長はどう思

っているのか”と聞かれた時、正直ハタとI水｜

った次第であります。

“奉仕”という言葉は、あまりに身近な言

葉であると同時にあまりにも哲学的な言葉に

思えてならないからです。

そこで私は簡単に考える事にしました。そ

れは以前西村会員の松林寺で蛾いた色紙を思

いだしたのです。それは自分の心をカガミに

写しての状態を書いてありました。あなたが

笑えばカガミの中の顔も笑っているというよ

うな言葉でした。

奉仕に報いを期待すべきでない事は言うま

でもないが、 ‘‘すべて、人にしてほしいと思

う事は、人にもその通りすべきであり、蝦も

よく奉仕する者、最も多く報いられる”である。

私達は奉仕する事によって心さわやかにそ

して言いしれぬ満足感を得る事があるとすれ

ば、それが奉仕の報いである。

本日は国際奉仕委員長の安藤鑛之肋御夫妻

が、タイ国チェンマイに国|際奉仕の一環とし

て自費で参加してまいりました。タイ国を訪

問してあきこの国へ来てよかったと思うなら

ばそれが奉仕の報いと患って下さい。

そして今後とも安藤君には国|際奉仕委員長

としての活躍を期待している次第です。

◇，，奉仕の理想”

◇出席報告
会貝 66名 出席51名

出脈率 77.27％

前回 12月4日 （修正出席率) 9697%

◇ビジター紹介 5名

◇お誕生日祝福

林夫人（12／4）、北野君(12/12)

吾郷君(12/15)、深見君(12/15)

上野君(12/16)、上野夫人(12/16)

◇ニコボックス

奥村登喜朗君本日、スピーチをさせて頂

きます。

竹内真三君菊池さん、ダンスパーティお

世話様でした。楽しい一夜を十分楽しませて

頂きました。

石黒正則君ホームクラブごぶさたしまし

た。お忘れなく 11

吾郷正夫君、北野寿三郎君誕生日祝い。

深見章君誕生日祝い。結婚記念日祝い。

上野保君誕生日祝い。夫人誕生日祝い。

林淳三君夫人記念日祝い。

小林明君、今枝秀夫君結婚記念日祝い。

狸里

◇鷲野幹事報告
l ~ 次回例会は、年末会員・家族懇親会を午

後6時より開催いたしますので、昼間の例

会はございません。

2． ロータリーの友12月号がきておりますの

で、お帰りにお持ち下さい。

◇バナー紹介
MARIKINANORTI-I RC安藤銀之助君
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◇講演

“私の職業”

会員 奥村登喜朗君

きょうの前場引値は1,263円でした。きょうの

日経平均前場引値は23,608円ですから単純平

均と日経平均の価格が大きくかけ離れている

ことを不思議に思われる向きもあると思いま

すが、日経平均は、毎期の配当、無償増資、

公募増資の実施による株価の下落を理論的に

修正しているため、単純株価より大幅に高く

なっています。

証券会社は大蔵省より免許を受けて営業を

していますが、現在日本全国で免許を受けて

いる証券会社は271社で、この内51社は外国の

証券会社です。ただし、昭和42年に免許制に

なって以来、その後に新たに免許を受けた国

内の証券会社はなく、証券会社を始めようと

しても新規参入は事実上不可能です。

日本全国には8ケ所の証券取引所があり、

この取引所での有価証券売買に参加できるの

は証券会社だけです。但し、各証券取引所は

各々会員制になっており、その取引所の会員証券

会社だけが、取引に参加できます。前述の271

社の証券会社の内、どこかの取引所の会員に

なっている証券会社が152社、いずれの取引所

にも所属していない非会員が113社、その他特殊

会社6社となっています。非会員の証券会社

は会員を通じ各取引所に売買注文を出します。

会員証券会社の中では、野村、日興といった大

証券は8取引所全ての会員になっています。当

社共済証券は名古屋証券取引所の会員です。

さて、株式の取引には大きく分けて現物取

引と信用取引の2つがあり、現物取引とは現

に流通している株式を売買する取引で、最も

ベースになる一般的な取引です。一方信用取

引は証券会社や証券金融会社から資金を借り

て株式を買ったり、株券を借りて売ったりす

る取引で、やや投機的取引です。その他昨今

は、先物取引・オプション取引といった派生

商品も多く出ています。

いずれにしても証券市場はその国の経済状

態の反映です。日本経済が世界経済をリード

している現状、好調な企業業績を考えれば株

価の基調はまだまだ強いものと思われます。

…… 嘗

鰯

鄙

本日は、スピーチの機会を頂戴致しました

ので、私の職場であります証券業界につきま

して、お話をさせて頂きます。

証券投資につきましては、ここ数年の財テ

クブーム、そしてNTTの上場等もあり、関心

をお待ちになる方が大変増えてまいりまして、

私共としましては大いに喜んでいるところで

あります。当クラブの中にも既に投資経験豊

富な方が多くいらっしゃるようにお見受けし

ておりますが、このところの市況低迷では大

変ご心配をおかけしております。

さて、株式市況でありますが、昨年12月29

日(大納会)に、38,915円の大天井をつけた日

経平均は、今年に入り一転下げ基調に転じ、

8月上旬のイラクのクウェート侵攻もマイナスに

作用し、 10月1日には瞬間2万円割れの19,781

円と、実に12月末高値から492％も下げました。

昭和58年1月時点の日経平均は8千円台で、

その後毎年15～40%強上昇を続けてきたこと

から考えますと、市況は大きく方向を変えた

ようにも考えられます。このような相場の下

げ要因としては、これまで相場を支えてきま

したトリプルメリット(円高・低金利・原油安）

の崩壊、特に金利の急上昇と中東不安をあげ

ることができますが、一本調子で上げてきた

相場が調整期に入ったとも考えられます。ち

なみに、過去の大きな下げは、スターリン暴

落が△56.8％、昭和40年証券不況が△44.2％、

昭和45年のオイルショック時は△24 1%であ

り、あのブラックマンデー(62/10)は17.8%で

しかなかったことを考えると、今回の下げがいかに

大きなものであったかお判り頂けると思います。

日経平均というのは、従来ダウ平均といっ

ておりまして、米国の通信社ダウ・ジョーン

ズ社が開発した株価の算出方法で、現在日本

では、日本経済新聞社が主要225銘柄で計算し

ております。

株価指標にはこの他、東証株価指数(略称

TOPIX)、単純平均といったものがあります。

単純平均は、全上場銘柄の単純な平均値で、
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“放送あれこれ”

会員 鷺谷龍男 君
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私が、マスコミ業界に入ったのが、昭和28

年8月頃でした。その当時を追想してみると、

ヘー、そんなことがあったのと言う位、まさ

かの話が色々ありました。例えば、その当時

のラジオ放送では、録音テープなるものが全

部アメリカのスコッチテープで放送されてい

ました。今のソニーの前進である「東通工」

で作られたテープでは、今ひとつ信頼度に欠

けていたわけです。又テレビ放送に至っては、

全部「生」でやらねばならぬため、時間通り

放送が出来ず随分と失敗があったわけです。

今日の様な、ビデオテープが無かったために

撮り直しもままならず、電機紙芝居などと酷

評されていたのも、そう言うことを指してい

るわけです。私が、当時の研修で、今で言う

「ステレオ」と呼ばれてたものが「立体音楽」

と云う呼び名で、特別にしつらえたスタジオ

で聞かされ、体が浮きあがる様なショックを

受けたものです。つまり当時としては、音質

的にも、量感的にも迫力のある装置で、画期

的なことであったわけです。又、美空ひばり

が人気出初めの頃、赤坂のアオイスタジオで

チャイナ服を着て、結機見学者を意識してか、

一曲歌うごとにメモをしていたのを、今でも

ハッキリ記憶しております。

民間放送、草創期の頃の営業活動は、失敗

と混乱の連続でして、売上げ的には全く読め

ない時代でした。基本的な意味での広告効果

が、あったかどうかは疑問でしたが、何にせ

35年以上前のことですからお許し頂くとして、

当時、有名な柳屋ポマードの宣伝部長に、グ

ループとして表敬を兼ねて訪問したのです。

その時、机の上には、一般紙、経済紙、業界

紙などがちらっと見えたのですが、その方が

手にしていたのが、何んと赤丸と、ボー線を

引っ張った競馬新聞だったのです。これには

みんなビックリしましたよ。私のサラリーが

入社時、一万円でした。酒も、もっぱら銀座

新宿でも「梅割り」、 トリス、ニッカ、それ

にたまに日本酒、角ぴんと云った風に、きび

しくもあり楽しい時代でした。30年代に入っ

て、その当時銀座のバー等に流しが入り大は

やりでした。3曲100円でマイクなどもほとん

ど使わずに「生」で歌っておりましたから、

小生なども張り合って歌合戦をやったもので

す。今にして思うと、何とも滑稽で、楽しい

思い出となっております。今日の放送界は、

地上波だ、やれ衛星波だと、何かにつけてか

しましい情況になっておりますが、往時を思

い出して今昔の感ひとしおと云った所です。

◇情報抄録より

ケスト・スピーカーへの礼儀

（次の記事は, 1953年クラブ会報に祓ったもの

です。その内容は，今日においても同じくら
い適切です)。

百戦錬磨の雄弁家は別ですが，誰でも， ロー

タリー・クラブでの識演を依頼されると，何

時間も準伽し，どのような印象を与えたいか，

感銘など残せないのではないかと不安にから

れ， あがってしまうものです。

あなたが紹介されているとき，人々が続々と

出口に向かっていくのを見ると，がっかりす

るに違いありません。講演者の努力にもかかわ

らず，鐘が鳴り， クラブ会長が親切なる言葉で

中断し， この言葉がlif－の感謝のしるしというので

は，講演者は意気消沈せざるをえないでしょう。

◇第276地区ｶﾊﾅｰ･ﾉﾐﾆｰ事務所開設のご案内
1991～'92年度国際ロータリー第276地区

ガバナー・ノミニー加納泉

l .開設日 平成3年1月10B(木）

2．名称 国際ロータリー第276地区

ガバナー・ノミニー事務所

3~所在地 〒460名古屋中区錦一丁目19f30号

名古屋観光ホテル内527号室

4.TEL (052)221-1877

FAX (052)221-1885

5．執務時間9200～16:00辻､日､祝･祭口は休み）
6．事務局

次期地区幹事伊藤洵二（名古屋中RC)

次期地区会計長井上文夫（名古屋中RC)

次期地区副幹事栗田義郎（名古屋中RC)

次期地区副幹事杉本仁至（名古屋中RC)

次期地区副幹事大井欽史（名古屋中RC)

次期地区副幹事沢井孝郎（名古屋中RC)

次期地区補佐坂井尊夫（名古屋中RC)

次期地区補佐山口道夫（名古屋中RC)

◇例会変更のお知らせ

名古屋名東RC 12/25(火)年末家族会の為、
PM600より

名古屋大須RC l2/27(木)休会

名古屋北RC 12/28(金)休会

名古屋東RC 12/31(月)定款第4条第1節

の規定により休会

名古屋中RC 12/31(月)定款第4条第1節
の規定により休会

名古屋栄RC 12/31(月)定款第4条第1節

の規定により休会

あまRC 12/31(月)休会

◇次回例会（12月18日）
年末会員・家族懇親会

愛知厚生年金会館にてPM6;00より

◇次々回例会（12月25日）
年末例会（立食）

二

一
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◇ガバナーズ・レターより

ロータリー財団月間によせて

第276地区財団奨学金小委員会委員長

小出忠孝

毎年11月はロータリー財団月間である。私達

ロータリアンはこのR財団月間を通じて、R財

団について理解を深め、その活動を促進する様

に要請されている。R財団の目的は国際レベル

の教育的、人道的プログラムを通じて、世界理

解と平和を達成することにあり、その中で最も

重要なプログラムがR財団奨学金である。これ

は世界でも最大の規模の最も国際的な奨学金事

業で、 1947年開設以来世界126カ国の21,000名

以上に授与されている。昨年度は77カ国から13

82人が、この奨学金により63カ国に留学するこ

とが出きた。この奨学金の目標は、次の世代を

担う優秀な若人に外国滞在の経験を与え、例え

言語・習慣・宗教その他が異なっても、人間の

心底には善意と友愛があることを体験させ、彼

等に国際理解と親善、世界平和の実現を託そう

という遠大な計画思考にある。R財団奨学生は

学術・研究に励むと同時に、民間の「親善使命」

として、自国と留学国との両国民間の理解と友

情のかけ橋として奉仕することに大きな特徴を

もっている。その点から奨学生には①優秀な学

業成績をもつと共に、親善使命としての素質を

もつこと、②留学国の言語に熟達していること

（英語はTOEFL550点以上、その他の外国語

はB.erlitz｢C」以上） 、③心身共に健全であ

ること等の条件が求められている。この奨学金

は1年間の留学で、往復旅費、授業料、書籍．

学用品費、寮費．食費が支給される他に、受け

入れロータリークラブの公私にわたる協力を受

ける事が出きる大きな特典がある。R財団奨学

金を有効に活用するためには、各クラブにおい

て親善使節にふさわしい優秀な奨学生候補者を

見出し、推薦することが必要である。特に本年

度中村ガバナーは「R財団を推進することは、

ロータリーを高める最も効果的な方法である」

と強調され、 R財団1人100ドル寄付運動を強

く推進されているoR財団月間に当り皆様には、

ガバナーのこの主旨をよく理解され、21世紀の

日本を背負って立つ優秀な若人の育成のため、

今迄以上の一層のご支援をお願いする次第であ

る。

一

一

1991～92年度ロータリー財団奨学生留学先一覧表

研究分野 ｶｳｿｾﾗｰ

音楽 水野霧浄

コソピューターサイエソス 荒木 巌

言語学 荒木 巌

放射線科 富田猿三

日本語教授法 深見 章

異文{燗フミユニケーショソ ′j､川正吉郎

情報工学 冨松宗富

農業経済学 松下洋一

東南アジア地域研究 松下洋一

栄養学 横井弘美

縮.醒掌又はカウンセリング‘醒学蓑田藤生

女性学 西川公一

言語学 加藤 博

言語学 松井一郎

癖
一
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一
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鐸
一
》
一
》
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》
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》
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》
一
》
一
》
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》
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》

留学先

ドイツ

アメリカ

カナダ

アメリカ

才畢トラリア

アメリカ

アメリカ

イギリス

フィリピソ

アメリカ

カナダ

イギリス

アメリカ

アメリカ

留学大学

フライブルグ国立音楽大学

ノースイースタン大学

マギル大学

テキサス大学

オースi､ラリア国立大学

ミネソタ大学

カリフォルニア大学アーバイソ校

ケンブリッジ大学

フィリピソ大学

カリフォ･ルニア大学デービス校

アルバータ大学

ブラッドフォード大学

コネティカット大学

ブラソダイズ大学

氏名

手島千尋

提唱クラブ

半田南

名古屋港

名古屋港

名古屋東南

名古屋千種

名古屋北

名古屋守山

尾張旭

尾張旭

瀬戸北

西春日井

豊橋北

色

豊田西

田中紀子

服部美弥子

丸山邦弘

羽佐田理恵

太田浩司

平井一路

佐分千影

西村謙一

後藤慶子

松村しずか

鈴木伊万里

牧 秀樹

大門樹久世
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