
第2204 回 例会
3 月 11日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　諸江　美奈　君
「私の名刺」　

２．出　欠
出　席　29名　　欠　席　14名

３．皆出席顕彰（敬称略）
32 ヶ年　　松本　範夫

４．ポールハリスフェロー
佐賀　務　君

５．新入会員紹介
河合　修宏君（紹介：佐賀会員）
永井　紀久君（紹介：木下会員）

６．お祝い
中川会員ご息女　誕生

７．お誕生日祝い
1 月
小泉君（12日）、吉井君（14日）、
今村君（15日）、松川君（22日）、
内堀君（25日）、木村（康）君（25日）、
水巻君（28日）
2月
中川君（10日）、山上君（29日）
3月
馬場君（1日）、中村（芳）君（2日）、小嶋君（10日）、松田君（13日）、
野村君（13日）、北川君（19日）、畠君（25日）、向峠君（26日）

８．結婚記念日祝い
1 月
小泉君（16日）
2月
中川君（7日）、中村（芳）君（26日）
3月
松田君（21日）、水巻君（21日）、馬場君（28日）、畠君（30日）

９．ニコニコボックス
中村（實）君、松田君

今年初めての例会です。久しぶりに皆様のお元気なお顔を
拝見できて、うれしい限りです。新入会員二人もお迎えし、
我がクラブもようやく春が来ました。

水巻君　本年初の例会です。遅まきながら「本年もよろしくお願い
します」

小泉君　また皆様の顔を拝見できるようになりました。良かった！！
コロナのバカヤロー

畠　君　久しぶりで逢えて嬉しく思います。
松本君　32年の顕彰をいただきました。新会員の永井様河合様をお

迎えしまして！！
木下君　新会員おふたりの入会を祝して
永井君　入会しました。よろしくお願いいたします。
中川君　おととい 3月 9日 16 時、2人目の宝物をさずかりました。

3860 ｇの大きな女の子でした。母子ともに元気で安心して
います。

野村君　中川会員へ　妹様のお誕生おめでとう
魚住君　年忘れ会作品展

　　合計 194,000 円（累計 475,500 円）

第2205 回 例会
3 月 18日（木）晴れ／ 12：30〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　畠　善昭　君
「もうすぐ後期高齢者の仲間　これからどう生きる」　

２．出　欠
出　席　29名　　欠　席　14名

３．米山奨学金授受、修了書授与
チャン・タイン・ハイ君

４．米山カウンセラー感謝状授与
吉井　清君

５．ニコニコボックス
中村（實）君、松田君

今日もいいお天気です。金沢
の開花宣言も間近ですね

畠　君　今日は私の拙い卓話で
野村君　畠先生の卓話、楽しみです！
諸江君　前回の卓話では私のお話を聞

いてくださりありがとうござ
いました。限られた時間での
お話は伝えきれなかった事も
ありますが少しでも私のことを知って頂ける時間があって
良かったです。これからもよろしくお願いします。

　　合計 10,500 円（累計 486,000 円）

■金沢市内 RC 4 月 例会変更
金　沢RC
4月 14日（水）　観桜会（日航）
4月 28日（水）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢東RC
4月 12日（月）　春の特別例会（松魚亭）
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西RC
4月　2日（金）　観桜例会（和田屋）
4月　9日（金）　休　会
4月 30日（金）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南RC
4月 13日（火）　観桜会（日航）
4月 27日（火）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊RC
4月　5日（月）　春の交流会（金城楼）
4月 26日（月）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
みなとRC
4月　6日（火）　観桜例会（かなや）
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
百万石RC
4月 29日（木）　休　会

■金沢市内 RC メークアップ
金沢・金沢東・金沢西・香林坊はメークアップ不可、

金沢南は要事前連絡となっております。

■ 講話予定
● ４月   1 日（木）会員　松川　靖君「私の名刺」
● ４月   8 日（木）休会（12 日に振替）
● ４月 12 日（月）お花見例会
　　　　　　　　　　　　（18：30 ～、ハイアットセントリック金沢）
● ４月 15 日（木）通常例会
● ４月 22 日（木）通常例会
● ４月 29 日（木・祝）休会

コロナウイルス流行状況により中止・変更になることがあります。
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●会長／中村　實博 ●会長エレクト／水巻　啓光 ●副会長／小泉　幸雄
●幹事／松田 光代 ●副幹事／喜多 利行 ●会場監督／喜多 利行 ●会計／小泉 幸雄
●クラブ会報委員長／的場　晴次
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2021 年相場見通し
会　員　喜多　利行

「青春」という名の詩を読んで
会　員　的場　晴次

コロナウィルスの世界的な蔓延によって、
日 経 平 均 株 価 は 昨 年３月 19 日に
16,358.19 円の安値を付けました。この
当時は、コロナウィルスによって経済が停
滞し、株価はもっと下がるのではないかと
思っていた人が多くいたのではないでしょう
か。しかし、今年に入って2月 16日に日
経平均は30,714.52 円の高値をつけまし
た。特に年末から年始にかけての日本株
は想定以上に上昇しました。日経平均が
30,000 円を超えたのはバブル崩壊後 30
年振りのことです。米国で追加経済対策
法案が成立し景気回復期待が高まり、加
えて米ジョージア州決選投票で民主党の
2 議席確保が決まり、米国の政治がトリプ
ルブルーになり大型の財政支出の期待で
一気にリスクオンが強まり上昇を加速させ
ました。海外株式市場でも財政支出の拡
大観測からニューヨークダウ、独 DAX、
上海総合指数などが値を飛ばしました。
商品市況も上昇し、サウジ減産表明で
WTIも60ドル台に乗せました。日経平
均は実体経済からかけ離れていて上がり
過ぎだという意見やワクチンの普及で経済
活動が加速してまだまだ上がるのではない
かという様々な考え方がある中で2021 年
の日本株を見通すポイントをご紹介いたし
ます。A,B,C,D,E,Fというアルファベット
から考えるとわかり易いです。具体的には
AはAI の関与が強まる中での Afterコ
ロナの経済 · マーケット物色動向を考え、
Bはバイデン政権への期待、ビットコイン
バブルの動向、Cはカーボンニュートラル

　古い話となりますが、昭和 62 年 9月 7日、日経新聞に掲載された詩人サムエル・
ウルマン作の「青春」という名の詩が紹介され、その詩の素晴らしさに惚れ込みました。
　詩の中に「年を重ねただけで人は老いない。理想を失うとき　初めて老いる。」との
言葉に感銘を受けた。ここにその全文を紹介したい。

で温室効果ガスを全体として排出ゼロにす
ることです。今年は環境に関わるイベント
も多く官民一体で進めていくため、マーケッ
トの最大のテーマになる可能性があります。
またもう一つのCとしてグローバル経済回
復のリード役として中国に期待です。Dは
コロナ過で加速しそうなデジタル化、Eは
ESG への取り組みが一段と進展しそう、F
は景気回復で金利上昇圧力が高まりやすく
FRB（特にパウエル議長）の手腕が鍵と
なりそうです。この他に人気が出そうなテー
マとしては5G、自動運転、スマートシティ、
スマホ · パソコン需要増で需給が逼迫して
いる半導体関連などに注目が集まりそうで
す。加えて米国大統領就任後ハネムーン
期間（大統領就任後 100日間は報道機
関 · 野党は新政権に対する批判や性急な
評価を避ける紳士協定）が 4月の中頃ま
であるので今年の前半は株式投資に期待
が持てそうです。最後にマーッケット関係
者は相場を推測したり、験担ぎをすること
が好きです。今年の干支は丑なのでブル
（上昇相場）やカウ（買う）のような強気
なイメージがあるのですが、株式にまつわ
る干支の格言「辰巳天井、午尻下がり、
未辛抱、申酉騒ぐ。戌笑い、亥固まる。
子繁盛、丑つまずき、寅千里を走り、卯
跳ねる」からは「牛躓く」となっています。
投資の参考にして頂ければ幸いです。

青　　春
サムエル · ウルマン

青春とは人生のある期間ではなく、心の持ちかたを言う。薔薇の面差
し、紅の唇、しなやかな肢体ではなく、たくましい意志、豊かな想像力、
炎える情熱をさす。青春とは人生の深い泉の清新さをいう。
青春とは怯懦を退ける勇気、安易を振り捨てる冒険心を意味する。と
きには、20 歳の青年よりも 60 歳の人に青春がある。年を重ねただけ
で人は老いない。理想を失うとき初めて老いる。

歳月は皮膚にしわを増すが、情熱を失えば心はしぼむ。苦悩 · 恐怖 ·
失望により気力は地に這い、精神は芥になる。

60 歳であろうと 16 歳であろうと人の胸には、驚異に魅かれる心、お
さな児のような未知への探求心、人生への興味の歓喜がある。君にも
吾にも見えざる駅逓が心にある。人から神から美 · 希望 · 喜悦 · 勇気 ·
力の霊感を受ける限り君は若い。霊感が絶え、精神が皮肉の雪におお
われ、悲嘆の氷にとざされるとき、20 歳であろうと人は老いる。頭を
高く上げ希望の波をとらえる限り、80 歳であろうと人は青春にして已
む。

 

（「青春という名の詩」著者　宇野  収  ·  作山  宗久）
（発行所　産業能率大学出版部）　より引用


