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会員卓話 SPEECH
老後への資産運用を
水戸証券いわき支店長

直 江 雅

也

会員

貴重な時間をありがとうございま
す。私のロータリー歴は、埼玉県の
川口、茨城の日立に続いて３カ所目
になります。これまでは出席委員会
しか経験がありませんでした。在籍した２クラブは、
出席委員会とスマイル BOX 委員会が一緒でしたの
で、平に当てはめれば２つの委員会経験になります。
スマイルの方法は川口は平とほぼ同じです。日立は
出席会員が全員最低 1000 円を入れる方式でした。表
向きは任意ですが、会員からは関所と呼ばれていま
した。例会の進行は２クラブとも SAA が担当してい
ました。複数のロータリーを体験できるのは交代会
員ならでは、と思います。すでに 200 人以上のロー
タリアンと知り合うことができ、すべて私の人生の
宝、肥やしとなっています。
今から 10 年前の 2009 年の NHK 大河ドラマ「天
地人」は、直江兼続が主人公でした。あまりない名
字ですので、それまでは字句の説明に苦労しました
が、直江兼続のおかげで、仕事もしやすくなりました。
その頃は同じ名字なんだとしか思っていませんでし
たが、2010 年に水戸藩開藩 400 年記念で、水戸市教
育委員会が出版した「水戸の先人たち」という書籍に、
私の祖先である水戸徳川家の刀鍛冶・直江助政が紹
介されたときのことです。紹介ページの中に私の実
家の墓の写真が載っており、「山城守直江兼続の後胤
なり」と記載してありました。恥ずかしながら、こ
のとき初めて、直江兼続が私の祖先なんだと知りま
した。ちなみに兼続は樋口家の出で、妻おせんと結
婚して直江姓になりました。おせんとの間に子ども
はなく、前夫との子と養子だけでしたので、私には
兼続の血は一滴も入っていません。
さて、今話題の話をさせていただきます。人生 100
年時代、
「老後資金 2,000 万円不足」とニュースになっ
ています。しかし、私はこのレポートは、老後生活

2019～2020年度
国際ロータリーのテーマ

への準備を訴えた力作と捉えています。日本は社会
主義国ではないので、老後の生活を国が全て保証す
る仕組みにはなっていません。国民の自己責任にす
べては任せられないので、公的年金制度があるので
す。老後の生活資金は人それぞれであり、2,000 万円
どころか１億円あっても足りない人もいるでしょう。
ちなみに、夫婦２人でゆとりのある生活をするに
は月額 35 万円といわれています。ちなみに年金を月
額換算すると厚生年金で 22 万円、国民年金で 13 万
円です。35 万円の暮らしをするためには、30 年なら
厚生年金で 4,680 万円、国民年金で 7,920 万円不足し
てしまいます。
仮に 65 歳で、貯蓄が 2,400 万円あるとします。厚
生年金受給の方で、毎月 13 万円ずつ取り崩したとす
ると、
15 年で底を突きます。80 歳で貯金がゼロになっ
てしまいます。これを年率４％で運用すれば、９年
後の 89 歳まで延びます。年 6.5％であれば、元本を
維持できますし、10 年間 7.2％の複利運用ができれば、
元本は倍になります。こうした自助努力を必要と考
える人が増え、NISA の申し込みが急激に増えていま
す。積立 NISA で、年間 40 万円を 40 年継続して買
い付けします。何もしなければ 1,600 万円ですが、投
資信託などで投資利回りが３％で回れば、２倍近い
3,016 万円になります。5% なら 4,832 万円、８％なら
１億円を超えます。金融資産が１億円を超えた人を
「億り人」というそうですが、みなさんの息子さん、
お孫さんなら可能性はあります。
資産運用の原則は、長期投資、分散投資、時間分
散―の３つです。われわれの年金を運用している独
立行政法人 GPIF では、2019 年３月で、運用資産 150
兆円に対し収益は 56.7 兆円で、年率 2.73％で運用さ
れています。豊かな老後を送るためには資産運用が
必要な時代になったということです。ご清聴ありが
とうございました。
★本日の例会案内 ７月18日（木) 12：30 ～
いわき分区ガバナー補佐来訪 村上直人様
お食事メニュー＝夏野菜のカレー
★次回の例会案内 ７月25日（木) 18：30 ～
納涼例会（於・向志満）

「ロータリーは世界をつなぐ」
ROTARY CONNECTS THE WORLD

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆幹 事 報 告

司会：佐々木幹事

⃝郡山ＲＣ、いわき平東ＲＣより会報が届きました。
⃝ＲＩ日本事務局より財団ニュース７月号が届きました。
⃝いわき勿来ＲＣより７月プログラム予定表が届きました。

〔点鐘・ロータリーソング（我らの生業）
・
四つのテスト（飯野光世会員）
〕
飯野光世会員

委員会報告・会員報告

◆入会式
マツザキガーデン 代表取締役 松﨑 智弘


会員

高校のＰＴＡの集まりで阿部会長からお
誘いを受け、入会することとなりました。
いよいよなんだな、と腹をくくった次第で
す。諸先輩方にいろいろとご指導いただき
ながら、微力ではありますが、会の発展に
協力していきます。どうぞよろしくお願いします。
常陽銀行 平支店長 軽部
水海道ＲＣの例会場が、常陽銀行の水海
道支店の３階にありまして、２年間、所属
していました。まだまだ、ロータリーの何
たるかは分かっておりませんが、私なりに
頑張って参ります。みなさん、よろしくお
願いします。

良一 会員

◆米山功労者表彰

第20回功労クラブ いわき平
ロータリークラブ（関口前会長
が代表受領）
第１回功労者

阿部

弘行

会員

★ 誕生祝

五十嵐敦さん
（７月11日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
今年１年、
「今日は何の日」をテーマ
にお話しさせていただきます。1979 年
７月 11 日に東名高速道路日本坂トンネ
ル下り線で、大規模な火災事故が起き、
７人が犠牲になりました。2000 メート
ルを超える長いトンネルで 2 日間以上、
65 時間にわたって燃え続け、
173 台の車が焼失しました。
延焼の度合いからすれば、犠牲者は少なかった方かも
しれません。先月、クラブの親睦家族旅行で米沢に行っ
たとき、東北中央道の 8972 メートルの栗子トンネルを
通りました。このトンネルは危険物を積載した車は通
行できません。なぜ、と疑問に感じましたが、日本坂
トンネルの事故を考えれば、タンクローリーなど危険
物を積載した車両が事故に遭えば大変なことになる、
と分かって納得しました。

◆出席委員会（常葉修一委員長）
例会日
７月 11 日

基本会員数 出席者
51 名

31 名

メーキャップ数
―

◆ロータリー財団委員会（村田祐二副委員長）

阿部弘行さん、佐々木貢一さん、有賀行秀さん、三
瓶和秀さん、清水和政さん、八幡恭朗さん、五十嵐敦
以上８件
さん、村田祐二さん。

◆米山記念奨学会委員会（関口武司委員長）

阿部弘行さん、佐々木貢一さん、有賀行秀さん、三
瓶和秀さん、清水和政さん、八幡恭朗さん、大久保健
以上９件
蔵さん、飯野光世さん、関口武司さん。

◆雑誌委員会（越智正典委員長）

今回のロータリーの友はＲＩ会長の寄稿など、ため
になる話が満載です。とにかく読んでください。

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）
♥阿部弘行さん（佐々木貢一さんの福島県公安委員就
任を祝って。福島県民の安心･安全な生活を守ってくだ
さい。お身体お気を付けて。皆勤賞ありがとうござい
ます。米山功労賞ありがとうございます。ほとんど親の
貯金です。松﨑さん、軽部さんの入会を歓迎して）♥
佐々木貢一さん（福島県公安委員を仰せつかりました。
新聞紙上を賑わせいたしましたが、よろしくお願いいた
します。直江雅也さん卓話よろしくお願いします）♥
五十嵐敦さん（誕生祝ありがとうございました。47才と
なりました。まだまだ若輩者です。これからもよろしく
お願いいたします）♥松﨑智弘さん（新会員です。どう
ぞ、よろしくお願い致します）♥小野寺順正さん（松﨑
会員のロータリー入りを祝して、直江さん卓話楽しみに
しています）♥山﨑慶一さん（軽部支店長さんの入会を
歓迎して。直江支店長さん卓話よろしく）♥直江雅也さ
ん（本日、卓話をさせて頂きます。よろしくお願いいた
します）♥八幡恭朗さん（直江さん卓話よろしくお願い
します。皆勤賞ありがとうございます）♥大久保健蔵さ
ん（直江さん卓話よろしくお願いいたします）♥鈴木俊
哉さん（３ヵ月皆勤賞ありがとうございます）♥伊藤盛
敏さん（３ヵ月皆出席賞ありがとうございます）♥池田
直彦さん（３ヵ月皆勤賞ありがとうございます）♥清水
和政さん（佐々木さん、公安委員御就任おめでとうござ
います）♥稲葉廣直さん（佐々木貢一さんの福島県公安
委員ご就任おめでとうございます。大変でしょうが、が
んばって下さい）♥新田俊彦さん（佐々木さん県公安委
員就任おめでとうございます。３ヵ月皆勤賞ありがとう
ございます）♥黒須幸雄さん（佐々木貢一さん公安委員
就任御苦労様です。親子２代ですね。我々の誇りです。
賭け事禁ずですね）♥飯野光世さん（早退させて頂きま
す）♥有賀行秀さん（早退します）
以上18件

鈴木俊哉
関口武司
五十嵐敦
八幡恭朗
会報・広報委員会
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