
 

 

第 877 回例会 2015 年 1 月 26 日

□ 
 
司  会       横沢  正君 
開会点鐘       ⻄澤 ⽂登君 
ビジター  佐久 RC ⼩林 貴幸君 
      上⽥ RC  ⼆⽊ ⼀雄君 
⽶⼭功労者表彰 
 第２回 マルチプル 柄澤  堯君 
 
 
 
 
 
 
  第９回 ⽶⼭功労クラブ 
 
 
 
 
 
 
 
委員会報告  
・20 周年記念事業実⾏委員⻑挨拶 
            飯島 俊勝君 
 
 
 
 
 
 

・プログラム委員⻑   ⽣川 秀樹君 
 「２－３⽉プログラムについて」 

 次週 2 ⽉ 2 ⽇
第 878 回例会は、
プ ロ グ ラ ム 変 更
し、例会⾷事終了
後、⼤河ドラマ館
へ 移 動 し て ⾒ 学
します。 

 
・奉仕プロジェクト委員⻑ ⽔野 泰雄君
  書き損じハガキの提供お願いします！ 
 
・上⽥商⼯会議所⻘年部   中澤 信敏君
 婚活パーティーにご協⼒お願いします 
 
プログラム 『ゲストスピーチ』 
 ⼤和証券上⽥営業所⻑ ⼆⽊⼀雄様 

⻄澤 ⽂登君 
このところ寒波に⾒舞われ寒い⽇が続い

ております。私の⾃宅の軒先は特別寒いよ
うで、昨⽇朝の気温は－15 度、今朝はもっ
と寒く－16 度でした。東信ジャーナルのニ
ュースでは菅平の昨⽇の最低気温が－24.7
度ということで本当に⼤変なことです。諏
訪湖も全⾯結氷だそうですね。お⾵邪など
召されませんよう気をつけましょう。 
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 お天気も変ですが株式の⽅も異常な状態
が続いています。この乱⾼下はまだ続くの
でしょうか？昨⽇の東証平均株価は上げた
のですが、今⽇は午前で 300 円以上下げて
いるようです。 

今⽇はタイミング良くゲストに⼤和証券
の⼆⽊所⻑様をお迎えしております。その
辺のところを解説していただければありが
たいですね。 
 さて当クラブの次年度の役員⼈事ですが、
⻑い時間をかけて検討してまいりました。
いつまでも宙ぶらりの状態でいるわけにも
いきませんので、1 ⽉いっぱいで⼀応の決
定に持っていこうと努⼒してまいりました。
選考委員の皆様には本当にご苦労をおかけ
しましたが、やっと⼀つの⽅向が定まり、2
⽉初旬には総会を開催して皆様にお諮りし
たいと思います。段取りについては横沢幹
事から後ほど発表があります。 
 次年度は当クラブにとって記念すべき創
⽴ 20 周年記念です。もうその準備もしてい
かなければなりません。さしあたって記念
事業実⾏委員⻑を決めようと選考委員会で
役員⼈事と平⾏して進めてまいりました。
その結果、全員⼀致で当クラブの初代幹事
である飯島俊勝さんにお願いしようという
ことになり、飯島さんにこのことをお伝え
しました。飯島さんにもいろいろ事情がお
ありのようでしたが、幸い私達の気持をご

理解いただき、やっていただけるというこ
とになりました。今⽇の臨時理事会で正式
に決定しましたので皆様にお知らせいたし
ます。後ほど飯島さんにご挨拶をいただき
ますが、六⽂銭クラブらしい 20 周年にしま
しょう！ 

横沢  正君 
1．RI より 
 ・the rotarian 2 ⽉号 
 ・ソウルでの「国際囲碁⼤会」のご案内 
2．⽶⼭記念奨学会より 
 ・⽶⼭功労クラブ感謝状送付 
 ・12 ⽉の寄付⾦傾向 
 ・ハイライトよねやま 190 号 
3．望⽉ガバナー事務所より 
 ・地区幹事 ⼤蔵治君 闘病復帰ご挨拶 
 ・ロータリー財団寄付⾦明細表 
4．上⽥⻘年会議所より 
 ・新年懇親会御礼 
5．UCV より 
 ・メンテナンス⼯事のお知らせ 
6．⼤浅間ゴルフクラブより 
 ・春季プレー料⾦のご案内 
恵送 
1．『⼩さな親切』運動様…冊⼦ 新春号 
2．上⽥⻄ RC 様…会報 
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全会員配布物 
1．当クラブ会報 第 876 号 
 その他 
1．下半期会費のご⼊⾦をお願いします。 

 

⽔野 泰雄君 

 ベース ⽋席 メイク 出 席 率
本 ⽇ 23 6 － 73.91％
前々回 23 7 4 86.96％

⻄澤尚夫君 久々のゲストスピーチです。 
⼆⽊所⻑よろしくお願いしま
す。 

⻄澤⽂登君 株価乱⾼下。 
このからくりを 

      ⼆⽊様よりお聞きしたいと思
います。 
よろしくお願いいたします。 

横沢 正君 ⼆⽊様よろしくお願いします 
松澤⼀志君 ⼤和証券上⽥営業所 所⻑⼆

⽊様 ようこそお越しくださ
いました。 

飯島俊勝君 ⼤寒を過ぎ寒さがここ数⽇続
いていますがまもなく節分、
春はそこまで来ています。 

⼭⽥ 豊君 早いもので１⽉ももう過ぎて
しまいます。 

柄澤 堯君 寒さには慣れてきましたが、
本⽇は昼になっても気温がマ
イナスです。 

宮原 宏⼀君 ⽔野 泰雄君
中澤 信敏君 中沢利樹男君
⽣川 秀樹君 ⻫藤惠理⼦君
杉⼭  裕君 ⽥中 栄⼀君

ゲストスピーチ 
『市場経済における⼈間⼼理横から⾒た 

株式市場』 
 ⼤和証券 上⽥営業所⻑ ⼆⽊ ⼀雄様 

（上⽥ RC） 

〜株の動く要因〜 
 さて、これからの市場がどうなるかとい
う前に、株式や為替、賞品など市場の価格
はいったいどうやって決まり、どう動くの
でしょうか。相場は対象がどんなものであ
ったにしても、「売り⼿と買い⼿が同じ数量
を同じ値段で売買する」これが絶対的な原
理であり、これだけは唯⼀間違いがない市
場の決まりです。簡単に云ってしまえば、
売りたい⼈、株数が多ければ下がり、逆で
あると上がるということになります。 
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⼀般的に価格の変動要因は、経済動向や
指標などの数値データ、もう⼀つに受給関
係。そして市場⼼理、があげられると思い
ます。前の２つは、いろいろな研究所や学
者が予想を出しており、そんなに毎⽇変動
するわけでもありません。 

ところが特にこの⼀年は上昇も下落もか
なり⼤きく変動しておりますから、その 2
つだけで理論的に市場が上下しているわけ
ではないという事になります。その次の⼼
理というのが⼀番やっかいで分かりにくい
ものであります。 

例えば、決算発表で利益が３倍になって
も下がる会社があれば、⼤⾚字で急上昇す
る会社もあります。これはその前に上がり
過ぎていたり、その逆であったりと説明は
つきますが、例えば昨年の⽶国の景気指標。
これは良くても好景気だと上がったり、利
上げだと下がったり、まったく分けがわか
りません。これはもう要するに、指標がど
うでもその時は上がるようになっていたり、
下がるようになっていたりとしか思えませ
ん。要するに、市場の価格というのは、株
式でも為替でも商品でもまことにいい加減
な動き⽅をしているということです。 

何故なら、将来の事がわかっている⼈間
はこの世には⼀⼈も存在せず、それぞれの
予想を理論正しく、もっともらしく云って

てるだけだからです。それが⼈並外れて上
⼿なのが評論家で、⾃⼰暗⽰⼒が強いのが
経済学者であると思います。 

市場の価格があてにならないという話を
してきましたが、逆にリーマンショックや
IT バブルの事を思い出してみてください。
両⽅とも上と下に市場が⾏き過ぎた局⾯で
した。ですが、当時トヨタが資産価値を下
回り、この世の終わりかという⼤暴落をし
た半年後にほとんどの会社が５割以上下か
ら⾒ると上昇しました。IT バブルがはじけ
て、ホリエモンがいなくなり、多くのベン
チャーが何分の 1 の株価に下がりましたが、
ヤフーや楽天、ソフトバンクはその後に⾼
値を回復し、いまやベンチャーではなく普
通の⼤企業です。やはり最終的には経済理
論に基づいて株価は形成されています。結
論的には、市場は短期的には⼼理で動くけ
れども、最終的には理屈通りに動く。しか
し、ソニーやシャープの今の状況を⽐較的
早く予想した⼈はいても東電の予想を出来
た⼈は多分ゼロです。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
〜新聞・ニュースの⾒⽅〜 

今年に⼊ってからの世界的な市場下落は
「中国」「原油安」「オイルマネーの流出」
などがニュースや新聞で⾔われております
が、みんなこれからの話ではなく結果や現
在進⾏形の話です。⾒出しにおどらずに経
済の⼤きな流れを考えた上で今後の動きを
考えていってくださればと思います。 
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