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巻頭言
元時事通信記者 篠田憲明
「黄金 3 年」にはならず「苦難の 3 年に」
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
先月の参議院選挙で政府・与党が圧勝し、
「岸田文雄首相は黄金の 3 年を獲得し
た」と前回の巻頭言で書いたが、どうも雲行きがおかしくなっている。その原因
はウクライナ・ロシア戦争をきっかけにした世界的な原材料の高騰による猛烈
な物価高に加えて、オミクロン変異株の広がりによるコロナ禍は沈静化せずに「
With コロナ」を掲げる岸田政権は相当なダメージを受けるだけではなく、安倍
晋三元首相暗殺で浮かび上がった自民党と旧統一教会（世界平和統一家庭連合）
の繋がりが明らかとなり、さらに深い闇に関する情報が報道されると、国民の
不安は「沸騰」。岸田首相は 9 月 23 日の「安倍元首相国葬」を待たずに内閣改造
に着手したが、閣僚だけでなく、統一教会と自民党との関係は次から次へと悪事
が出てくる。この統一教会だけでなく、物価高、コロナ禍、さらには、ペロシ米
国下院議長訪問で顕在化した台湾有事問題など、内外に難しい諸問題に対応す
べく先手必勝とばかりに改造を断行したが、どうのこの改造が付近記である。
結局、今日統一教会問題を始めとして諸課題への打つ手が後手に回っている為
か。岸田内閣の支持率や自民党の政党支持率は急落しており、このままだと、
「
黄金の 3 年」どころではなく、今後は本来、首相にあるはずの解散権はなくなり
「苦難に満ちた 3 年間」になるだろうとの見方が出ている。
統一教会の会員数は「47 万 7 千人」とされるが、先月の参院選で旧統一教会
が支援した候補の得票数をみると、12－15 万票であり、公明党が得た参院比例
区の 600 万票とは雲泥の違い。衆院選 1 選挙区に換算すると、1 選挙区当たり
500 人だから公明党母体である創価学会の比ではない。それなのに候補者が基調
と思っているのは「選挙活動をしてもお金を要求しない。究極の無償奉仕活動を
してくれる。電話作戦を黙々とこなす」からだという。正直なところ福田達夫前
総務会長がいみじくも吐露したように「信教の自由も憲法で保障されており何
故問題なのか分からない」と言うのが、自民党国会議員諸兄の認識ではないだろ
うか。さて、憲法 53 条には「総議員の 4 分の 1 以上の要求があれば、内閣は
子©使いを招集を決定しなければならない」とある。この条項に対して安倍内閣
1

以降の内閣は「閉会中審査には応じる」として無視してきた。今回も岸田内閣は
無視を続けるようだが、この態度だと支持率は下落するばかりだろう。旧統一
協会問題だけでなく、岸田首相本人がコロナ陽性になるなど、コロナ禍からの
脱曲は程遠い。さらに原材料の高騰や円安による天井知らずの物価高、台湾有事
など内外の諸課題は多い。物価抑制することが「政治の要諦」とされていたが、
近年は企業内の利益蓄積が進む一方、我が国民の所得が伸びず、先進諸国の集ま
りとされる「OECD」
（経済協力開発機構）38 ヵ国の参加国の中でも下位に落ちて
いる事実を突きつけられて、国民も政府も目視出来なくなったのである。こうし
た事実に蓋をせずに国民の前で対応策を議論すべきであろう。
（憲）」
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
勝池レポート
アジア資産運用アドバイザー 勝池和夫
「あなたの金融資産にときめきはありますか？」
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
みなさんは片づけコンサルタントの近藤麻理恵さんをご存じですか？
彼女は、
『人生がときめく片付けの魔法』という本で、モノを残すか捨てるか
を決めるときは、「心がときめくかどうか」を基準にすべきと言っています。
では、この「ときめき」基準で金融商品を選んだらどうなるでしょうか？
私見ですが、次の 3 つが揃った商品が残ると思います。１．自分で選んだ商品
２．数が限られた質の高い商品 ３．その価値が永続する商品です。みなさんは
何かお持ちですか？
この基準では他人が奨める株式の銘柄や、何百も何千も銘柄を組入れたイン
デックス・ファンド、そして AI などのテーマ型投資信託などは、ときめき商品
ではありません。
インデックス・ファンドが人気なのは知っています。最近の殆どの「お金の本」
は、そのインデックス・ファンドへのほったらかし投資を王道のように推奨して
いますね。しかし、私はときめきのあるものは、ほったらかしにできないと思っ
ています。みなさんもそうお感じになりませんか？
作詞家の秋元康氏は、
「記憶に残る幕ノ内弁当はない」という名言を残してい
ます。私にはインデックス・ファンドが、おかずが千種類入っているような幕ノ
内弁当に見えます。とりあえず揃っていて空腹を満たす役には立ちますが、人生
には余り意味があるとは思えません。
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世界株インデックス・ファンド
幕ノ内弁当
では、どんな金融商品にときめきはあるのでしょうか？
一つの答えはインド株投信です。それらは、モーニングスターなどの評価機関
やオンライン証券のサイトなどから、自分で選ぶことができます。ファンドの運
用方法は明解で、投資している銘柄数も 30～40 に厳選されています。そして何
よりインドの経済は世界で唯一、数十年に亘り 8～10％の成長が期待できます。
いかがでしょうみなさん？無難な商品だけではなく、何かときめきのある商
品もお考えになっては。資産運用はみなさんの人生です。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ムッシュ望月の今月の相場展望＋映画
映画は世につれ、世は映画につれ、世相を反映するのが相場
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
１，今月の相場展望：FOMC 待ち（9 月 20、21 日）
今年の相場は夏枯れすることなく堅調な展開が続いている。今年の日経平均の
高値は 1 月 8 日の 29388 円で、8 月 20 日には高値 29222 円と何時抜いてもおか
しくない位置にある。安値は 3 月 12 日の 24681 円で、ロシアのウクライナ侵攻
により資源高・農産物の高騰によるインフレ懸念が大きかった。コロナに関して
は、感染力は強いものの病状は軽度と言うことで、市場に対する影響度は変じて
いった。個々の活動も平常化し、5 月のゴールデンウイーク時の移動、夏休みの
移動も活発化し、3 年ぶりに行われた神宮外苑の花火大会の有料席に 6 万 7000
人の人が訪れた。また米国の金利引き上げに伴いドル高円安も進み、3 月 11 日
の 114 円から 7 月 15 日の 139 円まで一気に上昇し、9 月の FOMC の金利上昇まで
織り込んだ。ロシアのウクライナ侵攻に伴う原油高も、WTI 原油価格の動きを見
る限り、3 月 11 日の 120.17 ドル、6 月 17 日の 118.02 ドルのダブルトップ形成
で目先のピークは確認出来ている。このような環境下の中、企業の経済活動は
緩やかに回復基調の道を辿り始めている。2022 年 3 月期の日経平均を構成する
銘柄の一株当たり利益は 2045 円に対して、2023 年 3 月期は 2245 円（8 月 19 日
現在）と 9.7％も改善しているにも関わらず、投資家はまだ不安感を持ちながら
市場と対話している。過去のパターンから考えると 1 株当たり利益に対する株
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価は 14 倍までは過熱感のない状態と言えるので、31430 円程度まで上昇しても
おかしくない。ただ相場格言「寅千里を走る」を考えると、高値から 4707 円
下落し、8 月 19 日には 4541 円戻し、本当に{千里を走った}感がある。パフォー
マンで見ると十二支の中で最悪の年回りであることを考えると、一息生き入れ
る可能性はある。統一教会問題が拗れて政局になることである。これを乗り切れ
ば、経済の回復基調に沿った上昇に転じ、「卯は跳ねる」（2023 年）に繋がる。
２、今月の映画：「今夜、この世界からこの恋が消えても」
7 月は頑張って 14 本の映画を観た。通算で 66 本、しかし目標の 70 本にはまだ
届かない。8 月は夏休みの影響で子供向き映画が多く、毎年観る映画が伸び悩む、
早く芸術の秋が待ち遠しい。14 本の映画から気に入った映画を紹介したい。
先ずはエルビス・プレスリーで、マーベラス、峠・最後のサムライ、エリザベス、
私は最悪、今夜この世界からこの恋が消えても、島守の塔、PLAN75 の 8 作品。
ミニオンフィーバーやバスライトイヤーのアニメも楽しんだが、ランク外扱い
としている。若くして死んだスーパースター・エルビスにするか、
「今夜、この
世界からこの恋が消えても」にするか悩んだ。久々に青春恋愛を選択する。
着想が面白かったからだ。記憶喪失に悩む真織は、クラスメイトから突然交際
告白され、戸惑いながらも受け入れてしまう。翌日には、前の日が記憶してしま
うので、その日のうちに日記を書いて、朝起きると復習し記憶を取り戻す努力を
し、1 日限りの恋を積み上げていく。しかし、彼にも真織には伝えていない病気
があった。その病により突然になくなり、この恋は終わってしまうが、彼と積み
重ねた恋は生きた証であった。この生きた証の上で、新しい人生に踏み出してい
く真織の強さに感動した。この作品の監督は三木孝浩氏で、
「僕は明日、昨日の
君とデートする」（2016 年上映、小松菜奈主演）でも魅せられことがある。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
２０２２年９月、10 月の活かす塾・イベント情報
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
株式投資勉強会：
０９月０７日（水）：１５：００～花咲投資クラブ、イカス事務所
０９月０８日（木）：１３：３０～日比谷会投資クラブ、イカス事務所
０９月１３日（火）：１６：００～イカス投資塾、イカス事務所
０９月１７日（土）：１５：００～スペリオル投資クラブ、イカス事務所
０９月２２日（木）：１５：００～東京３E クラブ、リモート＋イカス事務所
１３日、１７日は、フリーでも参加出来ます。
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イカスイベント：
告：イカス冬の交流会：12 月 8 日午後 6 時、外国特派員協会、古賀正人出演
9 月 24 日午後 2 時～：
「日経の読み方」、講師：山本博幸（帝京大学講師）、イカ
ス事務所
サロン・ド・知久
第 8 回：22 年 9 月 30 日（金）第 5 週：18：00～21：00、倶楽部エル
カラオケ会、3 時間、食事＋飲み放題、6500 円
第 19 回：22 年 09 月 28 日（水）14：00～16：00、イカス事務所
講師：門間由佳氏、人生を豊かにするアートの見方、
第 20 回：22 年 10 月 19 日（水）14：00～16：00、イカス事務所
講師：鈴木玲、やさしさのスイッチ
第 21 回：22 年 11 月 09 日（水）10：00 から 横浜歩く会
散歩の後は食事会（13：00～）スカンディア
第 22 回：22 年 12 月 14 日（水）OR21 日（水）14：00～16：00、イカス事務所
紙芝居＋朗読会(＊日程は 7/24 現在未確定です)
★無料メルマガ毎月 25 日配信
★有料メルマガ毎週（日）配信、年間 24000 円、3 ヵ月 6000 円
★ツィツター：「ムッシュ望月」毎日更新（政治経済・株式投資・映画）
☆イカス投資塾・経済セミナー参加費 3000 円、知久サロン参加費 2000 円
info@toushi-club.com
http://www.toushi-club.com
☆「10 代で見につける株式投資の基礎知識」電子書籍発売中（アマゾン）
セブンイレブンネット書籍：

https://7net.omni7.jp/detail/
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