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 WELCOME   副幹事 菅原 百合子 

安 保  威 様 野村證券㈱札幌支店 

ファイナンシャル・アドバイザー課 課長 

酒井撤乃伸 様 同課 ファイナンシャル・アドバイザー 

 

 会長あいさつ   会長 尾本 眞二 

こんにちは。今日の例会が終わりますと、あと 4 例会とい

うことで、だんだん私の年度も終わりに近づいてきたなと

少しほっとした部分があります。5月 28日は 28名で岩

沼市第 4回千年希望の丘植樹祭に行って参ります。 

26-27 日と伊勢・志摩サミットが開かれるようですが、そ

の中でパナマ文書が話題になっています。日本でも課税

の部分で 3～5 兆円消費しているという話も聞いており

ます。テーマとは違いますが、本日の卓話はマイナス金利

時代ということで、宜しくお願い致します。簡単ではござい

ますが、会長挨拶とさせていただきます。 

 

 幹事報告  幹事 齊藤 博司 

 長沼ロータリークラブより「第 24回長沼国際交流フェ

スティバル」出席に対しお礼状とトマトジュースが届い

ています。夜間例会時に提供したいと思います。 

 IM 決算書が各テーブルに配布されています。ご確認

ください。 

 千歳国際交流協会情報紙「エール」5月号 

 

 委員会報告・連絡   

社会奉仕委員会 副委員長 松坂 敏之 

先ほど会長から報告がありましたが、いよいよ 5月 28日

岩沼市「第 4 回千年希望の丘植樹祭」に参加すること

になりました。多くのご参加の皆さん、大変有難うござい

ます。当日、28日（土）午前 10時 30分に新千歳空

港 2 階 ANA 出発カウンター前に来ていただきます。上

野さんがチケットをみんな用意してあります。時間に遅れ

ないようにいらっしゃってください。仙台に着きまして、食事

を取って、バスが待ち受けていますからバスに乗っていただ

ければ、すっと植樹祭に行けるような恰好になります。最

新の情報によりますと、「俳優の西村雅彦と植樹でござ

る」という所に私共が入ります。千歳セントラル RC をはじ

め岩沼 RC、横浜旭 RC などで 80 名ほどになります。そ

こで西村雅彦さんと植樹するということで予定を組んでい

例会出席状況（2016 年 5 月 24 日） 

会員数 

 
40名 

会員出席者数 29名 

欠席者数（内：無断欠席）  11（2）名 

出席率 72.50 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  2名 

出席者数総計  31名 

 
前回例会 確定出席率（2016 年 5 月 17 日） 

確定出席率（MU 含む） 85.00 ％ 
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ただいています。是非、28 日 10 時 30 分ですので、お

間違えの無いようにお願い致します。 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「卓話 マイナス金利時代の資産の守り方」 

講師 野村證券㈱札幌支店 

ファイナンシャル・アドバイザー課 課長 安保 威 様 

担当 友好クラブ委員会 委員長 羽芝 涼一 

只今、講師のご紹介をあらためてさせて頂きます。 

講師 安保 威様 ご略歴  

生年月日：昭和 39年 10月 13日 52歳 

出身地：大阪市 

資格：日本証券アナリスト協会検定会員 

学歴：中央大学 法学部卒 

職歴：昭和62年４月 野村證券㈱虎ノ門支店入社 

平成 9年 4月 平塚支店 資産管理課長 

平成 21年 4月 米子支店 支店長 

平成 24年４月 東京支店 支店長 

平成 26年 7月より現職 

 

講師 野村證券㈱札幌支店 

ファイナンシャル・アドバイザー課 課長 安保 威 様 

皆さんこんにちは。 

先ず羽芝さん、今日はこういった機会を設けていただき

有難うございます。 

私も元ロータリアンでございます。野村證券(株)はライオ

ンズクラブなどもあると思いますが、完全にロータリークラブ

派です。全国に150ほど支店がありますが、ほとんどが地

方にあるものですからその地方の支店長はロータリーに入

るということでした。私は鳥取県の米子支店におりまして、

米子 RC で親睦委員をやっておりました。仕事は主に歌

って踊るという事でした。米子は 15 万人しかいませんが

ロータリーが 5 つあり会員増強が大変でした。皆世の中

のためということで頑張っておりました。 

今日はお役に立てるかどうか、当ロータリーは 25 周年と

きいておりますが、それに相応しい話が出来るかどうかわ

かりませんが、お手元にある野村證券が毎月出しており

ます「月刊 資産管理」を使ってご説明したいと思います。 

私も初めてで皆さんも初めてだと思いますが、マイナス金

利とはお金を預けると金利をもらえるのではなく取られて

しまうということです。確実に損をするという話です。ご安

心いただきたいとのは、皆さんの銀行預金がマイナスにな

ることはございません。野村證券にお預けいただいた普通

預金の口座もマイナスにはなりません。但し、確実にマイ

ナスになるものが出てきています。1 月 29 日に日銀がマ

イナス金利導入を発表しましたが、10 年国債の利回り

は今マイナス 0.1 ぐらいになっています。これは 10 年間

の国債を買うと年間 0.1％確実に損しますという値段に

なっています。マイナス金利が導入されるものは、他に銀

行がこれから日銀に預けるお金に対して 0.1％マイナス

金利導入となります。なぜ確実に損するものに値段がつ

いているかというと、この先、日銀が更にマイナス金利の

幅を広げるかもしれない。ですから今の国債は満期まで

持つと確実に損するのですが、それが更に上がるのでは

ないかということでマイナスになっています。15 年国債を

買ってもかろうじてプラスマイナスゼロぐらい、プラスが出る

のは 20 年国債を買うと 0.2～0.3％ぐらいです。現実

に私達の周りにマイナス金利が広がっています。この先ど

うなるのかというと、日本より先にマイナス金利を導入した

のはヨーロッパでスウェーデンが一番マイナス金利ひどいで

す。すぐ止めるという事はまず無いと思われます。まだ導

入して数カ月ですが、この先 2年か３年か 10 年なのか

わかりませんが、続く可能性があります。このマイナス金利

が無くなる前提として日銀が目標としているのが、物価

上昇率 2％です。黒田総裁になってから、多額の量的

緩和をやったのですが、まだ物価上昇率 2％を達してい

ません。とりわけ大きな要因が原油の下落なのですが、も

し 2％の物価上昇率が達成できれば金利がプラスになっ

てくるかもしれません。 
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何故日銀が 2％の物価目標をしているかというと、一番

大きな原因は国が借金をしているからです。国は１千兆

円の借金をしていまして、ギリシャショックというのがありま

したが、ギリシャより日本のほうが GDP でいうと２倍以上

の借金をしています。インフレする事によってお金の価値

を目減りさせて国の借金を減らしたい。10 年、20 年か

けて国の借金のレベルを下げていきたいといいう事なので

す。国が借金を減らすのは良いのですが、皆さんお持ち

のお金も目減りしていってしまいます。2％ということは１

０年で20％、20年経つと40％ぐらい、ですから 1000

万円のお金の価値が 600 万円ぐらいに下がってしまうと

いう事です。日本国民の金融資産は 1400兆円あるの

ですが、これがほとんど金利が付いていない状態です。国

は 1000 兆円の借金をしていますから、まだ国民の資産

の方が 400 兆円ぐらい多いです。団塊の世代の人達が

65 歳を過ぎて退職されましたので、今は金融資産を取

り崩して生活しています。年金は支給額が減らされてい

ますし、支給年齢も下がってきています。今もらっている

方はまだいいのですが、皆さんのお子さん、お孫さんの世

代が今と同じレベルの年金をこれから受給できるかという

とどう考えても厳しい状況です。今の年金でも国民のアン

ケートをとるともう 10 万円ぐらい欲しいということで、この

ままいくと年金が枯渇してしまいます。国は年金運用の

方針をガラッと変えました。今まで国債中心に運用してい

ましたが、今は半分株式になっています。日本の株式が

25％で海外の株式が 25％、海外の債券が 13～

15％で残りが国債を買っています。今年に入って数カ月

で５兆円ぐらい損しています。国会でも大分叩かれてい

ます。 

 

── この他国民年金資産の運用、資産運用などにつ

いてご説明いただきました。 

 

 記念品贈呈   

尾本会長から講師 安保様へ記念品を贈呈しました。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 野口 三恵子 

野村證券㈱安保様、酒井様よりニコニコを頂戴しまし

た。 

羽芝涼一 会員：今日は札幌からわざわざ講師に来て

いただきました。有難うございました。 

関根 悟 会員：「ちゃんと」に載りました(^^)/ 

 

 2016年規定審議会について  

会長エレクト 関根 悟 

貴重なお時間を有難うございます。皆さんのご意見をお

聞きしたくお時間を頂戴しました。 

４月に国際ロータリーの規定審議会が開催されました。

規定審議会とは３年ごとに開催され立法案が審議され

るいわば国会のような機関です。今回は決議否決、撤

回を含め 181 件の立法案が審議されています。前回ハ

ウベでの例会において、尾本会長のご挨拶の中で例会

の実施回数に関するお話がありました。一部誤解を招く

内容がありましたので、本日羽芝委員長にお願いをしま

して貴重なお時間をいただき、改めて皆様にご説明させ

ていただきたいと思います。 

2016 年規定審議会が閉会し、ロータリー史に残る多く

の重要な決定が行われました。皆さんのレターボックスに

資料を入れさせていただきました。 

 

説明後、数名の会員に意見を発表していただきました。

また、出席会員に対し「例会の例外規定」に関するアン

ケートを実施しました。アンケートは理事会協議の資料と

させていただきます。 

 

【説明資料】 

ロータリーのガバナンスにとって重大な決定を行う規定審

議会は、3年ごとにシカゴで開催され、世界中から集まる

代表議員がロータリーの組織規定に変更を加える立法

案を審議します。審議会で採択された変更は、2016

年 7月 1日より有効となります 

今回の審議会では、例会スケジュールや会員身分に関

してより多くの裁量をクラブに委ねる立法案や、人頭分

本日のニコニコ BOX 合計額 5,000円 

今年度 累計額 833,000円 
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担金の増額などの立法案が採択されました。 

今回の審議会は、柔軟性を増加する案件に多くの注目

が集まりました。 

 

ロータリークラブ定款に例会と出席に関する規定の例外

として次の条項が設けられます。 

「ロータリークラブ定款に定義されている例会に関する条

項、出席に関する条項、会員身分の存続に関する条

項、これらに従わない規定または要件をクラブの裁量を

以てクラブ細則に含めることができる。そのようなクラブ細

則に含む規定または要件は、ロータリークラブ定款の例

会・出席・会員身分の存続の節の規定または要件に優

先する。但し、クラブは少なくとも月2回以上の例会を開

くものとする。」 

これは、より多くの裁量をクラブに与えるものです。 

クラブがこれらの柔軟性を取り入れた場合、会員増強と

会員維持の方策、例会の設定、例会費の管理、出席

要件についてクラブ独自の修正を行えます。 

取り入れない場合、クラブでは引き続き現行の組織規

定による要件が効力を持ち続けることができ、変化する

ことで懸念されるデメリットを取り除くことができます。 

規定審議会では、上記のほかにも重要な決定がなされ

ました。（一部抜粋） 

 ローターアクターが同時にロータリークラブの正会員と

なることを認める制定案も採択されました。本件の提

案者は、30 歳という年齢上限を迎える前にローター

アクトを去ることに消極的なローターアクターが多いた

め、ロータリーに入会するローターアクターが極めて少

ない（5％程度）ことを主張しました。より多くの選

択肢をローターアクターに与えることで、多くの資格あ

る若いリーダーにロータリー入会への道を開けるように

なることが期待されます。 

 従来型クラブと E クラブに区別をなくす立法案が採択

されました。これは、クラブが既に多様な方法で柔軟

に例会を開いており、従来型と E クラブを区別する必

要がないと判断されたためです。ただし、クラブ名に

“e-club”（E クラブ）が入っているクラブは、その名

称を維持できます。 

 細則から入会金への言及箇所が削除されます。本

件の提案者は、入会金への言及は、ロータリーの現

代的なイメージを促進するものではないと主張しまし

た。 

 会員増強が組織の最優先事項であることを認識し、

会員増強の常設委員会が設置されました。また、ポ

リオ撲滅が最優先される目標であることが再確認され

ました。 

規定審議会の決定に伴う我がクラブのクラブ定款の改

訂は、改訂版の標準ロータリークラブ定款が発行になる

のを受け、2016-17 年度中に実施する予定です。また、

クラブ細則の改定が必要となった場合は、それに関わる

検討も状況に応じて行う予定です。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 菅原 百合子 

次回 5 月 31 日（火）は、休会です（定款第 6 条第

1節）。次々回例会は、6月 7日（火）、通常夜間例

会「クラブ協議会／次年度活動概要」 です。担当は

次年度理事会(菅原次年度幹事)。開会点鐘 18 時

30分、定例会場です。 

 

 NEWS ＆ TOPICS  

「第 4回千年希望の丘植樹祭」参加事業 

5 月 28 日、宮城県岩沼市で「第 4 回千年希望の丘

植樹祭」が開催されました。晴天のもと約 12,000 人が

参加し 10 万本の苗木が植樹されました。クラブからは

28 名が参加。昨年に引き続き 2 回目の参加です。俳

優西村雅彦さんと同じ植樹ブロックでした。翌 29 日は

岩沼ロータリークラブが引率する横浜の高校生の皆さん

と共に被災した場所を視察し当時の様子を語り部から

伺いました。 

 俳優の西村雅彦さんを囲んで記念撮影 
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第 107回ロータリー国際大会 

ロータリーの国際大会が韓国ソウルで 4 日間にわたり開

催されました。 

ロータリー史上最高となる 43,000人の出席者を記録

した今国際大会では、150 カ国以上から人びとが集まり

ました。ラビンドラン会長は、会長として最後のスピーチ

で、ロータリアンであることの真の意味は何なのかを強調

しました。「この地球上には、皆さんの懸命な努力のおか

げで、より良い人生を送れるようになった人が大勢いま

す。その人たちが私たちの存在に気づいていなくても、私

たちの名前さえ知らなくても、それは問題ではありません。

大切なのは、皆さんの活動が人びとの人生に触れ、それ

によって人びとがより健康で幸せになったことです」 

 

 SCHEDULE  

 

 

 

 

6
月 

ロータリー親睦活動月間 ■最終例会 

7 日 

今年度第第 17 回・次年度第 6 回合同理事会 
AM11:00 事務局 

通常夜間例会「クラブ協議会/次年度の活動概要」 
[担当/次年度理事(進行:菅原副幹事)] 

14 日 
通常例会「活動報告①【各担当委員会】」 
[担当/菅原副幹事] 

21 日 
第 6 回理事会【次年度】 AM11:00 事務局 

通常例会「活動報告②【各理事、IM 実行委員会】」 
[担当/菅原副幹事] 

28 日 
親睦夜間例会 「2015-16 年度最終例会]  
[担当/親睦活動委員会(武田委員長、本村副委員
長、小松副委員長)] ※ご家族出席例会 

7
月 

■会員増強セミナー ■ガバナー公式訪問 

5 日 通常夜間例会 

10 日 RI 第 2510 地区 会員増強セミナー 

12 日 通常例会 

12-15 日 友好クラブ RI 第 2620 地区 長泉 RC 訪問 

19 日 通常夜間例会「ガバナー公式訪問」 

26 日 親睦夜間例会  


