
「地球に役立つクラブを目指そう！！」 
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大野 治夫 会長挨拶  

２月23日（木） 例会報告 
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こんにちは 

今日は儲かるか儲からないかは、博才 

水戸証券の高畠会員からのトランプ新

政権で変わる米国と日本の影響という

ことで卓話があります。 

これを聞いて儲かるか儲からないかはわ

かりませんがよろしくお願いします。 

今日は時期的に移動や転勤が行われ

る時期ではないかと思いまして、2016年

に北関東3県の転勤移動そういう事で

の人口の増減が2016年として2016年

として発表した文章がありましたのでお話しします。北関東3県は転出届が進んでいて16年度

は9433人が減りました。2000年から17年連続の転出超でした。まずは栃木県が一番多く、

12年連続の転出超で15年に比べて16年度は約２％の増で2988人が転出しました。群馬

県は16年連続の転出超で、15年に比べても２７％もの転出届増の2736人になりました。茨

城県は6年連続の転出超で15年に比べると、逆に２３％減の3709人でした。つくば市にエク

スプレスができたおかげで、マンションや戸建ての住宅が増えるなど、開発発展があり、人口

に流入が目立ったのではないかと言われています。県内での転入超の市町村は、つくば市が

2033人、続いて守谷市が649人、つくばみらい市が474人、水戸市が371人、牛久市が238

人でした。逆に減っている市長村は、日立市が1250人、龍ヶ崎市449人、筑西市が411

人、常総市が391人、稲敷市が359人ありました。 

増えている方で牛久市はひたち野うしくであろうと思います。 

2016年度の人口流出、流入のお話でした！ 
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幹事報告  篠崎忠志幹事  

 

地区大会開催のお知らせ 

場所：つくば市のホテルオークラとノバホールで開催 

日程：5月27日と28日 

 会員義務出席は28日（日） 

 全員出席でお願いします。 

 

 
2017-18年度  委嘱状授与式  

おめでとうございます！ 

写真左から皆葉真治会員（青少年奉仕）・下村正会員（地区副幹事）・大野治夫会長 

中山正巳会員（職業奉仕）・井田充夫会員（米山記念奨学会） 
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こんにちは 

最近はトランプ、トランプとよく聞きますが、本

日は「トランプ新政権で変わる米国と日本

の影響」ということで、 

お話しいたします。 

会長より挨拶の中で、儲かるか儲からないか

とありましたが、度外視する形でお話ししてい

きますので、どうぞよろしくお願いします。 

世界最大規模を誇るアメリカとありますが、

世界地図にある円グラフはGDPを表し トラン

プ政策が始まり反故主義を打ち出してきて

いて、さらに強いアメリカを作るといっていま

す。世界全体の名目GDPが74.2兆円あり、

北米・アジア・オセアニア・欧州で世界GDP

の8割を占めています。話が変わり、アメリカ

大統領選の勝因は「ラストベルト」、日本語

で言うと錆びの帯といいます。アメリカ地図で

言う赤い部分がトランプ大統領が獲得した

州です。青はクリントン氏の獲得した州です

が、この獲得した州はかつて重工業が栄え

た州であり、中央の白人の労働者がトランプ

大統領を支持して、この政権が単生したとい

う、これはなぜかというと移民の方たちが安い

給与で雇われたという被害からトランプ大統

領が選ばれた形になりました。 
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アメリカは市場最高値を更新し、すべてに置いて最

高値をマークし、市場の中ではもう少し冷静な目で

判断したほうが良いのではないかという意見も出てい

ました。 

アメリカは1月は上がる年になっていますので、必然

的に上がっています。 

アメリカでは、大統領選挙ご安全資産である債権が

売られ、長期金利が一時２．６％にまで上昇しまし

た。トランプ大統領による円安 けん制発言、中国

や日本が通過を切り下げてきたと、このようなことがあ

り、若干の円高傾向につながったといわれています。 

株式相場で言うと、金利が上がってくるといわれてい

るのですが、アメリカは今のところ金利も上がり、株価

も上がっている状態になっています。 

1月20日に無事トランプ大統領政権が始まりました

が、すぐに法律に影響がある、大統領令が連続で

行われテレビや新聞で批判的に報道されることもあ

りますが、当初掲げていた方針は着実に進んでいる

のではないかと評価が得られています。 

アメリカの経済成長率2倍にする、アメリカ第一主

義、ラストベルト、中西部の白人労働者を意識して

のことではないかと言われています。 

でも主軸は大規模な減税・公共投資・規制緩和こ

の3つが謳われています。 

 

１番目は税制は法人税の引き下げ、中所得世帯へ

の減税も検討しているといっております。 

２番目の公共投資、今後１０年で１兆ドル規模の投

資検討（インフラ）するとしています。かなり老朽化して

いるものもあるので、公共設備の再構築を行うというこ

とです。 

３つ目は金融政策でドットフランク法の撤廃「ドットフ

ランクウォール街および消費者法」ですが、割愛します。 
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４番目のエネルギー・環境よりも開発ということで

化石燃料の仮足ということで、官僚の中に化石

燃料の会社の最高経営責任者を入れたり、

セールオイルの復活を謳てます。 

TPP「環太平洋経済戦略的連携協定」の撤

廃を見直すなど、ほかにもアメリカ、カナダ、メキシ

コ経済協定も見直すと謳っています。 

ヘルスケアの見直し、国防の予算の見直し 

円安で上昇した日本株はトランプ政権次第と言

われています。日本ではゼロ金利政策を行ってい

くが、アメリカでは金利を引き上げていくということ

で、ますますドルが強くなっていくのかと判断してい

ます。本当にトランプ政権は安心できるものが多い

のかというと、トランプ政権はドル高を招きいれやす

いかというと「減税・公共投資・貿易見直し」がま

さしくそれにあたり、日本株がトランプ政権に振り

回されやすい地合いが予想され関連予算始動

する２０１７年末までは期待と不安が交錯するとい

うことがポイントとなります。現在までの流れです

が、トランプ政権が始まってから円安が進んでい

るので、景気改善があるのではないかということ

で、日本株は上昇しています。 

リスクシナリオ、トランプ政権が任期満了できず、

失敗した場合は、アメリカの金利が下落し、ドル

安円高が進み、日本株も下落につながるとが想定されています。 

日本株では子年は繁栄、丑年躓き、寅年千里を走る、卯年跳ねる、辰巳で天井、馬尻下

がり、未辛抱、申酉騒ぐ、戌笑い、亥固まるということで、去年と今年で、申酉騒ぐということ

で注意した方がいいのかなと、今年も世界各地で大統領選挙などが行われ、６月のアメリカ

決算でトランプ大統領がどのような政策変更をしてくるのか読めない部分も多いので騒がしい

年になるのではと思います。末尾に７のつく年はブラックマンデーやアジアの通貨危機、サブプ

ライムローンを行うなど大暴落案件があるので、これも注意が必要です。 
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磯山正蔵   
「昼食美味しかった！」例会、久々の出席なので特別メニューかな？

美味しかった。また、出席しよう！  

浦里浩司     

昨日、22日は私の56歳の誕生日でしたが、私に似て成績優秀な次男

が追試を受け、無事3月に大学卒業出来る事となりました。 

来年の学費の工面をどうしようかと思っていましたが、ホッとしまし

た。 

     

中山正巳   
枠外の無届欠席をしてしまいました。不覚！！ 五十嵐立青市長の

卓話、聴きたかったな～！  

野澤俊夫         

今月の13日に入籍再婚しました。人生の最終章において、良き伴侶を

得た思いであります。これからは互いに慈しみ、二人、力を合わせて

楽しく生きていきたいと思います。 

皆様方には、更なるご親交を賜りたいと考えますので、今後ともよろ

しくお願いいたします。 

 
ニコニコBOX 

本日の合計 21,000円 

本年度累計 893,000円 

会員数 出席数 欠席数 
内無断 

欠席数 
出席免除数 メイクゲスト 出席率 

81 57 24 3 2 0 72.15% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  
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〒305-0047  

茨城県つくば市千現２丁目１番６つくば研究支援

センターＡ２８ 

電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101 

地域に役立つクラブを目指そう！！ 

2016-17年度 RIテーマ 
つくば学園ロータリークラブ  

例会日： 

例会場： 

木曜日 １２：３０～１３：３０ 

オークラフロンティアホテルつくば 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

４つのテスト 

３．好意と友情を深めるか 

４．みんなのためになるかどうか 

つくばオールロータリアンFaceBook同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報などをFaceBook上で共有していま

す。皆様、ぜひご活用ください 

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト  

 

ホームページもご覧下さい 

http://www.46gama.com/  

つくば学園ロータリークラブ

京都山城ロータリークラブ 
（第２６５０地区） 

友好クラブ 

プログラム予告  ２月 

公開  https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts  

非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts  

非公開QRコード 公開QRコード 

03月02日（木） 理事会 11:00～12:00 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長 

   例会  12:30～13:30  会長挨拶  会員卓話月間「新入会員卓話」・逆井甚一郎会員・鈴木 一雄会員 

        会員・奥様誕生結婚祝、2月ニコニコ大賞 

03月09日（木） 移動例会 12:30～13:30 会員卓話月間「新入会員卓話」・村上憲範会員・今川武彦会員 

        会場：「ホテルグランド東雲」に変更 

03月16日（木） 移動例会 19:00～21:00 親睦夜例会「純粋にお酒を楽しむ会」 

        会場：「筑膳」つくば市沼田1441-1 バス出発18：15 ホテルグランド東雲駐車場 

03月23日（木） 例会  12:30～13:30 会員卓話月間「新会員卓話」・志保達郎会員・星 栄一会員 

03月30日（木） 休会  休会②（定款細則第6条第1節により） 

https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts

