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■ 事 務 局 ／ 福島県いわき市平字白銀町 4-13 不二屋第二ビル２F

■ 例 会 場 ／ いわきワシントンホテル椿山荘

■ 例 会 日 ／ 毎週木曜日 p.m.12:30 ～ 13:30
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「ロータリーは世界をつなぐ」
ROTARY CONNECTS THE WORLD

第 3184 例会（28号）　2020 年１月 30 日（木）晴

会員卓話SPEECH会員卓話SPEECH

資産運用は長期分散型で

　はじめに自己紹介をさせていただ
きます。私は昭和 48 年の生まれで、
今年で 47 歳になります。埼玉県浦
和の生まれで、両親ともに銀行員で

す。中学から大学までバレーボールをしていました。
とはいえ、強豪校ではなく地元でちょろちょろやっ
ていた方です。高校２年の長男、中学２年の長女と
もにバレーをしています。たまに３人でパス回しを
しますと、私が最初に息が上がってしまう現状です。
私が我孫子の中学時代に習ったバレーの顧問の先生
が子どもたちの指導もしており、30 年の時を経て親
子で同じ先生に習うということになりました。
　趣味は海外旅行です。数えますとこれまで 35 回で
60 カ国を旅しました。学生時代はバイトをしてお金
を貯めて全部旅行につぎ込んでいました。昨年は母
と義理の母も連れてフランスに行きました。ノート
ルダム寺院の姿は悲しいものでした。海外旅行の楽
しさは、行く前の予習、当日の実際の訪問、帰国後
には旅行記をまとめて製本するという３つの楽しさ
があります。
　さて、本題に入ります。老後の生活には自助努力
が欠かせません。1987 年の個人金融資産を 100 とし
ますと、2016年の日本は2倍の217です。それに対し、
アメリカは 587、イギリスは 684 です。資産形成でか
なり差を付けられています。なぜこのような差が付
いたのでしょうか。資産運用のポイントは長期かつ
分散ということです。日本の人口は 2010 年をピーク
に 2050 年には１億人ぎりぎり、2100 年には半減する
そうです。日本人の平均年齢は 46 歳。中国は 36 歳。
インドは 26 歳。世界平均は 28 歳で、日本が高齢化
していることが分かります。2018 年には日本の人口

みずほ銀行いわき支店長
� 小　林　哲　郎�会員

が 43 万人減っていて、いわき市がすっぽりなくなっ
た状況です。日本の人口減少の速さが分かります。
　日本は 1955 年から 87 年に GDP48 倍、株価時価総
額 578 倍という高度経済成長期以降、現在まで GDP
も株価もほぼ横ばいという低成長の時代になりまし
た。1995 年には世界 3位だった１人当たりのGDPは
2016 年には 22 位まで落ちました。国内の百貨店の販
売額、新車販売台数、新築住宅着工戸数など、1990
年ごろをピークに減少を続けています。一方、国の
借金は増え続けています。世界の人口は現在 77億人、
2050 年には 98 億人に達するとされています。株価や
GDPなど経済指標でも、新興国を中心に拡大する世
界経済に対し、日本は長期低迷に直面しています。
　そんな時代にあってどのように資産を増やせばい
いのでしょうか。日本の個人資産は現金や預金が
50％以上なのに対し、欧米諸国では債券や投資信託
や株など分散して保有しています。この差が最初に
お話しした 217、587、684 の差になって現れています。
日本の株価は 1990 年を 100 としたとき、2017 年で
95.5。NYダウは 938 で株価が９倍にも成長していま
す。この差が個人の金融資産にも現れています。株
式の運用を長期で見ると、1989 年を 100 とした場合、
世界株式は 2017 年には平均して 546 で、５倍になり
ますが、日本国内の株では 91.4 とマイナスになって
しまいます。長期かつ分散して資産を運用するのが
正解なのではないかと思います。世界の株式をトレー
ダーのようにパソコンの前に張り付いて売買するこ
とはできませんので、ちょっと宣伝になりますが、
投資信託でプロに運用を任せるのがいいでしょう。

★本日の例会案内　２月６日（木) 12：30 ～
　　ガバナー補佐来訪
　　　お食事メニュー＝温蕎麦 かき揚げ ネギトロ丼

★次回の例会案内　２月15日（土) 14：00 ～
　　いわき分区ＩＭ
　　　会場　スパリゾートハワイアンズ
 　※13日の例会は振替休会



会報・広報委員会会報・広報委員会 安田信二　関口武司　八幡恭朗

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

会報・広報委員会　　鈴木俊哉　　五十嵐敦

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

表彰を受けた
関口前会長と阿部会長

財団表彰を受けた会員たち

米山記念奨学会表彰を受けた会員

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）

♥阿部弘行さん（磐高野球部25年ぶりの甲子園が決定
しました。最後の甲子園出場となるかもしれないので
絶大なるご協賛をお願いします）♥佐々木貢一さん（小
林哲郎さん卓話よろしくお願いします）♥山﨑慶一さ
ん（誕生祝ありがとうございます）♥小野寺順正さん
（誕生祝ありがとう。小林支店長、卓話楽しみにしてい
ます。磐高野球部、やったぜセンバツ出場!!）♥松﨑倫
久さん（磐高選抜出場おめでとうございます。頑張れ！）
♥直江雅也さん（磐城高校甲子園出場おめでとうござ
います）♥五十嵐敦さん（磐高野球部センバツ出場お
めでとうございます。いわき市の復興の支えとなりま
すよう精一杯のプレーを期待します）♥稲葉廣直さん
（磐高野球部甲子園おめでとうございます。小林支店長
卓話よろしくお願いします）♥黒須幸雄さん（磐高甲
子園出場おめでとう。マルチプルポールハリスフェロー
ありがとうございます）♥飯野光世さん（小林会員の
卓話楽しみにしてます）♥大久保健蔵さん（小林支店
長卓話よろしくお願いします）♥清水和政さん（本日
は卓話宜しくお願いします）♥三瓶和秀さん（小林支
店長卓話よろしくお願いします）♥八幡恭朗さん（小
林さん卓話よろしくお願いします）♥山崎洋次さん（小
林さん、卓話よろしくお願いいたします）♥伊藤盛敏
さん（小林支店長卓話よろしくお願い致します）♥有
賀行秀さん（小林さん卓話よろしくお願いします）♥
軽部良一さん（先週は欠席いたしました。磐城高校甲
子園出場おめでとうございます）♥鈴木俊哉さん（す
みません、早退します）� 以上19件

○�いわき勿来RC、いわき平東RCより２月プログラム予
定表が届きました。
〇復興フォーラムの出欠をお願いします。

◆出席委員会（渡邉博之委員長）

例会日 基本会員数 出席者 メーキャップ数
１月 30 日 51 名 34 名 ―

◆ロータリー財団委員会（村田祐二副委員長）
　阿部弘行さん、清水和政さん、三瓶和秀さん、八幡
恭朗さん、関口武司さん、越智正典さん。� 以上６件
◆米山記念奨学会委員会（関口武司委員長）
　阿部弘行さん、清水和政さん、三瓶和秀さん、山崎
洋次さん、八幡恭朗さん、大久保健蔵さん。� 以上６件
◆親睦活動委員会（三瓶和秀委員長）
　延期になっていましたゴルフ大会を３月11日に五浦
庭園カントリークラブで開催します。近く案内を出し
ますのでよろしくお願いします。

　大変うれしいニュースがありまし
た。先週の金曜日に磐城高校野球部の
選抜高校野球大会出場が決まりました。
25 年ぶりの甲子園です。昔は男子校で
1500 人ぐらいの生徒の中で野球部を組
織していましたが、現在は男女共学で

男子だけの人数では以前の１学年分にも満たない中で
勝ち取りました。ぜひ盛り上げていきたいと思います
ので、みなさんの御協賛をよろしくお願いします。

小野寺順正さん
（１月12日）

山﨑 慶一さん
（１月25日）

★ 誕生祝

ハッピーバースデーソング斉唱

司会：佐々木幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我等の生業）・
四つのテスト（松﨑倫久会員）〕

松﨑倫久会員

★年男に干支ボトル贈呈
　松﨑倫久さん
　飯野光世さん
　清水和政さん
★地区大会各種表彰
　⃝第 20 回米山功労クラブ
　⃝新入会員入会数上位クラブ
　　第４位
　　　いわき平ロータリークラブ
　⃝マルチプルポールハリスフェロー
　　第 4回　勝田　博志さん
　　第 3回　黒須　幸雄さん　山野辺倉平さん
　　第 1回　松崎　　浩さん　関口　武司さん
　　　　　　阿部　弘行さん
　⃝ポールハリスフェロー
　　　　　　有賀　行秀さん
　　　　　　八幡　恭朗さん
　⃝米山功労者マルチプル
　　第 5回　有賀　行秀さん
　　第 4回　関口　武司さん
　　第 3回　大久保健蔵さん
　⃝新米山功労者
　　　　　　阿部　弘行さん
　⃝長寿会員
　　　　　　山﨑　慶一さん


