RI 会長
D.2520 ガバナー
仙台南ＲＣ会長
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バリー・ラシン
田中 堯史
鈴木 俊一

仙台国際ホテル
毎木曜日 12:30～13:30
〒980-0021
仙台市青葉区中央四丁目 6－1
TEL．223-3652 FAX．223-3662
sendaisr@star.ocn.ne.jp
鈴木 俊一
和田 達雄、松良 千廣
高橋 玲二
佐々木利晃 日置 道隆 西尾
山下 晴輝
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２０１８－２０１９年度 (№.２６）第２９８１回例会（平成３１年２月７日）

本日の予定
㈱経営セカンドオピニオンサービス
代表取締役 税理士 岩松 正記 会員
「なぜ税金を納めることは『権利』なのか
～主権者意識と租税教育の重要性～」
次週（2 月 21 日）の予定
夜間例会（２月）
☆2 月 14 日例会は休会です。
出席率 会員数３９名
１月１７日 ８６．８４％
１月２４日 ７６．９２％
１月３１日 ６６．６７％（２月６日現在）
お誕生日おめでとうございます
２月１１日
垣内 康志 会員
２月１３日
大江 広満 会員
２月１６日
高木 信三 会員
（2/14 休会、2/21 夜間例会のため繰上げ紹介）

ご結婚記念日おめでとうございます
２月１１日
和田 政宗 会員
２月１２日
半澤 修司 会員
２月１７日
佐藤
仁 会員
２月２６日
岩松 正記 会員
（2/14 休会、2/21 夜間例会のため繰上げ紹介）

予 定
2月 9日
2 月 14 日
2 月 21 日
2 月 16 日
3月 3日

ＲＡＣ会長幹事会
休会（クラブ定款第 6 条 1-C により）
夜間例会
在仙１１ＲＣ合同麻雀大会
インターシティミーティング

前回のゲスト（１月３１日） （敬称略）
宮城県立視覚支援学校 学校長 菅井理恵
宮城県立視覚支援学校 専攻科理療科第２学年
笹本麻衣子
仙台ＲＡＣ 会長 鈴木沙也佳
前回のビジター（１月３１日） （敬称略）
地区青少年委員長
前沢ＲＣ 三浦 滋

左：松良 PG 右：三浦委員長

㈱ライズシティ 代表取締役社長 早坂慎一

2019-2020 年度版ロータリー手帳

予約締切 2 月 24 日（日）
購入申し込みは事務局まで（TEL223-3652）
1冊

７００円

（5 月下旬出来上がり予定）

今年度ニコニコボックス状況
前回の合計額
今年度累計額

２３，０００円
５５０，３０４円

２
２月
月ロ
ロー
ータ
タリ
リー
ーレ
レー
ート
ト
１＄=￥１１０

２月「平和と紛争予防/紛争解決月間」

先週の例会報告
２０１９年 亥年相場と亥年あれこれ
岡三証券株式会社 仙台支店
村口 聡 会員

支店長

亥年は過去、関東大震災（1923 年）
・伊勢湾台風
（1959 年）
・日本海中部地震（1983 年）
・阪神淡路
大震災（1995 年）
・新潟県中越沖地震（2007 年）な
どの大きな自然災害や、キューバ革命（1959 年）
・
ニクソンショック（1971 年）・地下鉄サリン事件
（1995 年）
・サブプライム問題表面化→世界的株安
などの建国や革命、独立運動や、相場の波乱要因と
なる出来事が起こった年でもあり、米欧中を中心と
した「国際情勢の変化」も注目されよう。
株式市場では、2018 年は日経平均株価が 27 年ぶ
りの高値を付けた半面、10 月から 12 月にかけて記
録的な急落に見舞われました。2019 年は 5 月に元号
変更のイベントを控えています。日経平均が 38,915
円の史上最高値（1989 年）をつけたのもちょうど元
号変更の年であり、世界の金融市場を取り巻く不透

明感は完全には拭いき
れないが、戦後 5 回の亥
年の日経平均騰落状況は 4 勝 1 敗で、平均では+16％
と比較的好成績であります。
株式市場の十二支と結びつけた格言では、「辰巳
（たつみ）天井、午（うま）尻下がり、未（ひつじ）
辛抱、申酉（さるとり）騒ぐ、戌（いぬ）は笑い、
亥（いのしし）固まり、子（ねずみ）は繁盛、丑（う
し）つまずき、寅（とら）千里を走り、卯（うさぎ）
跳ねる」と言われております。
亥年の格言は「固まる」であり、格言通りであれ
ば、レンジ相場を形成する可能性があるが、戦後の
データでは翌 2020 年も好パフォーマンスが予想
され、
「戌亥の借金、辰巳で返せ」と言われるよ
うに、株式投資のチャンスであるとも考えられます。

第１回職場訪問報告
職業奉仕委員長 佐藤博美会員
日 時：２０１９年１月３１日（木）例会終了後
場 所：舞台アグリイノベーション株式会社
参加者：７名

本 日 の M E N U ： 和食
◇帆立貝柱と芹のご飯
◇鯛削ぎ造り 甘海老
◇帆立貝真薯湯葉包み

◇香の物２種盛り
◇赤魚幽庵焼き
◇抹茶プリン

◇なめこと豆腐の味噌汁
◇炊合せ

宮城県立視覚支援学校奨学金授与
宮城県立視覚支援学校
学校長 菅井 理恵 様
１月３１日例会に於いて、
２０１８-２０１９年度宮城県視覚支援学校の奨学生
専攻科 理療科２年 笹本麻衣子さん
専攻科 理療科３年 佐々木彩花さん
専攻科 理療科３年 今野正彦さん
上記３名に、鈴木会長より菅井先生を通して
後期分合計９０，０００円をお渡し致しました。
また、受給生を代表して笹本麻衣子さんから
お礼のご挨拶がありました。

仙台ＲＡＣへ後期活動資金のお渡し
仙台ローターアクトクラブ
会長 鈴木 沙也佳 様
１月３１日例会に於いて、
鈴木会長より、仙台ＲＡＣ会長 鈴木沙也佳様へ
後期活動資金をお渡ししました。

.

地区青少年奉仕委員長、前沢ＲＣ 三浦 滋様：日頃青少年活動にご尽力いただき感謝申し上げます。
星
毅会員：早いもので 1 月最終日です。2 月も宜しくお願い致します。
岩松 正記会員：①誕生祝いありがとうございます。こう見えてもまだ 52 歳です。 ②人にぶつかるは
車はぶつけるはで、今年は当たり年です。
熊谷 晴樹会員：2 週間ぶりの例会出席です。天気も良くニコニコ。
近藤 まい子会員：少しお天気も良くニコニコです。
圖子 睦夫会員：今日も元気に出席できました。

