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例会終了後 年次総会

第2331回 例会 2021年12月8日(水)
参加された皆さん、お疲れ様でした‼

■1２月

疾病予防と治療月間■

2014年10月RI理事会は、12月を重点分野である「疾病予防と治療月間」としました。
目的は、疾病の原因と影響を減らすための活動と研修の支援です。

例会出席率
■国際ロータリー会長

《会報編集委員》関

征啓・小椋伸也・鈴木悦朗・古川隆義

社会奉仕基金

3,351円

シェカール・メータ

80.0％
■ 例 会 日 - 毎週水曜日12：30より（第1例会18：30）
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＜会長挨拶＞

＜卓話

大川 隆永会長

私が入会したころのロータリーの12月の月間といえば「家族月間」という事
でしたが、調べてみますと2014年10月のRI理事会で「家族月間」が廃止され、
現在の「疾病予防と治療月間」になったようです。
ロータリーでは、この「疾病予防と治療」については、7つの重点分野の一つに位置付けていて、
世界中のロータリアンはポリオを始め、エイズ・結核・マラリア、そしてコロナウイルスなどの
主な感染症について正しい知識を広め、医療従事者への研修、そして病気や衛生的な習慣に関す
る市民への指導など、ロータリー財団のグローバル補助金を活用して数百ものプロジェクトを実
施しているそうです。
近隣では正会員38名の柏南ロータリークラブがR財団のグローバル補助金事業として、地区補助
金等を含めて合計650万円の資金を投入して、ケニアに産科診療所の開設支援を行いました。
日本に住んでいる私達は、国の先進的なサポートにより大変恵まれた環境にあり、2020年の日本
人の平均寿命については、厚生労働省の発表によると、女性が87.74歳、男性が81.64歳となり、と
もに過去最高を更新しております。
このような事から、日本人にとっては、基本的な医療を受けられないなど、思いもよらないこと
かもしれませんが、世界では７７億人 のうち基本的医療を受けられない人は４億人いると言われ
ています。
また、世界で数百万人が病気によって苦しみ、それによって更に貧困を強いられているということ
です。
誰にとっても、健康であることは何よりも大切なことであり、質の高い医療を受ける権利はすべて
の人に公平に与えられるものでなければなりません。
ロータリアンとして「ロータリー財団に寄付する事」＝「疾病予防と治療に関与」しているという
ことになりますが、北クラブの皆様も１２月のテーマにちなみ、改めて、この世界の現実に目を向
けてみては如何でしょうか？
今年は、寒さも増して来て、すっかり忘年会シーズンに入りましたが、感染予防は勿論のこと、体
調管理にもお気をつけいただき、自分への戒めも込めまして、くれぐれも飲みすぎないように皆様
にもお願い申し上げまして、本日の会長挨拶とさせていただきます。
有り難うございます。

・2021年12月のロータリーレートは、１ドル＝114円となります。
・12月22日クリスマス例会 無料送迎バスのご案内
当日は、北小金駅南口ロータリーから17：30に出発致します。
＊南柏駅からのバスはありません。
・1月12日の例会は、夜間例会で新年会・新入会員歓迎会を行います。
アルコールを召し上がる方は、お車でのご来場はお控え下さい。

私の履歴と銀行業務＞

古川 隆義会員

千葉興業銀行の古川です。本日は、このような卓話の機会を設けて
いただき、ありがとうございます。先週、大川会長からもエールの言
葉を頂戴いたしましたので、皆様の期待に添える卓話ができるよう頑
張りたいと思いますので、よろしく お願いいたします。

皆さん こんにちは
あいにくの雨でお足元が悪い中、ご出席いただきまして有り難うございます。
本日は、例会終了後に年次総会を予定しておりますので、最後までお付き合
いくださいますよう宜しくお願いいたします。
さて、今月は「疾病予防と治療月間」となります。

＜幹事報告＞
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野澤 新之助幹事

まずは、簡単に自己紹介をさせていただきます。
私は、昭和47年生まれの49歳、習志野市の出身ですが、幼稚園生の
ころ船橋市に引越しまして、船橋市に住むこと約45年となりました。
実は、15年前の結婚を機に、奥さんの実家がある我孫子市にでも転居
しようかと考えたこともありましたが、父親が20年程前に他界し、妹
がアメリカに行き国際結婚したために実家で一人暮らしとなっている
母親の近くにいてあげるのも親孝行かと思い船橋市民を続けることとしました。私のマンションと
実家は、スープが冷めない距離にありますが、幸い奥さんが姑である私の母親との仲も良くやって
くれており、助かっております。
本題に入る前に、今年７月に、千葉興銀小金支店に転勤となり、松戸北ロータリークラブに参加
させていただいた5か月間の感想を述べさせていただきます。
私自身、これまでの人生のなかで、ロータリークラブにはかかわったことがなく、大変申し訳な
いですが、名前は知っているが、ロータリークラブが、どんな活動をしているところなのかは、全
く知りませんでした。7月からロータリークラブに参加し、資料を読んだり、例会で、さまざま方
の話を聞くと、ロータリークラブの大切な概念である「職業奉仕」や「四つのテスト」は、「売り
手よし、買い手よし、世間よし」の近江商人の理念に近いものかなと自分なりに理解してみました
が、いかがでしょうか？
また、松戸北ロータリークラブの皆さんが、職業や年齢などの垣根を越えて、交流を深めている
姿、国際 ロータリーの資料にあった「地域社会とつながり、職業のネットワークを広げ、強くて
末永い関係構築ができる確固とした使命と構造があります。」を実践されている姿は、サラリーマ
ン経験しかない自分が持ち合わせていない「人とのつながり」であり、この「人とのつながり」を
実感できたロータリークラブへの参加は、とても新鮮な体験であっただけでなく、自分のこれから
の生き方を考えていく良い「きっかけ」にもなりましたので、とても有意義な会合だと感じており
ます。
さて、ここから、卓話の本題に入りますが、本日の卓話を引き受けるに当たって、どの様な話を
したら良いか思案していましたら、渡辺さんより良いヒントをいただき、以前の先輩支店長がどの
ような卓話をしていたか資料を見つけることができましたので参考にさせていただきました。
その先輩支店長は、クラブのメンバーの方から「万人受けするのは、女性の話とお金の話じゃない
かな」とのアドバイスを受けていたそうです。私も このアドバイスを参考に卓話を進めていきた
いと思いますが、女性に関しては経験も知識もここにおられる諸先輩方にはかないませんので、銀
行や金融関係に絡めてお金の話をしていきたいと思います。
皆さんが、千葉興銀をはじめとした銀行との係り方は、それぞれの職種やそれぞれのお立場に
よって違いがあるかと思いますが、銀行の三大業務について、説明させていただきます。ちなみ
に、皆さんは、銀行の三大業務を、ご存じでしょうか？
銀行の三大業務とは、「預金・融資・為替」となっています。もう少し具体的に言うと、皆さん
の大事なお金を預かる預金業務、皆さんの事業や住宅購入等の資金を支援する融資業務、皆さんの
資金移動や資金決済をお手伝いするのが為替業務です。
本日は、時間の都合もありますので、三大業務のうち、預金業務と融資業務に関わる話につい
て、少し詳しく話したいと思います。
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少し話が飛びますが、私は、1996年 平成8年に千葉興業銀行に入行しました。
皆さん、1996年平成8年が、どんな年であったか記憶はございますか？
1996年 平成8年、政治の世界では、自民・社民・さきがけの連立政権下で、総理大臣が、村山富
一氏から橋本龍太郎氏に変った年です。また、スポーツの世界では、アトランタオリンピックのマ
ラソンで銅メダルを獲得した有村裕子さんの「自分で自分をほめたい」や長嶋巨人が最大11.5ゲー
ム差をひっくり返して優勝した「メークドラマ」が、この年の新語・流行語大賞となっています。
金融業界では、バブル経済崩壊の後始末 金融機関の不良債権処理問題への対応が本格化した時
期でもあり、住宅金融専門会社 いわゆる旧住専問題での国会が紛糾、翌年平成9年には、北海道
拓殖銀行が経営破綻、山一証券が自主廃業するなど、銀行など金融機関を取り巻く環境が大きく変
化していった時期でもありました。

ある。」となっています。
また、千葉県内の倒産企業数は各種補助金や実質無利子融資等の国の資金繰り支援策もあり、昨
年度より減少、過去最低水準の毎月15件程度で推移しています。なお、帝国データバンクや東京商
工リサーチは、財務局の発表に近い分析に加え、単月の新型コロナ関連倒産件数は増加しており、
コロナ渦の長期化で息切れによる企業倒産が徐々に増加している様子がうかがえるとしています。
ここからは私見ですが、政府の資金繰り支援策等もあり、報道等で言われているほど資金繰りに
困っている会社が少ないように見受けられます。しかしながら、政府の資金繰り支援策は徐々に縮
小しますし、コロナ融資の返済が本格化する2年後がターニングポイントで企業倒産が急増すると
予測しています。少し時間的な余裕があるので、コロナを乗り切って大丈夫だと思って安心してい
た会社が、突然、倒産して、アタフタするようなことが無ければと考えております。

そんな1996年平成8年から2５年たった現在ですが、金融情勢は、大きく変化しています。皆さ
んの身近なところで、一番変わってしまったのは、預金金利ではないでしょうか？
バブル期には５～６％の金利を付けていた定期預金の金利は、現在、0.002％とピーク時と比較
し、2,500分の１となっています。皆さんのなかには「72の法則」と言う言葉を聞いたことがある
方もいらっしゃるかと思いますが、これは手元のお金が倍になる期間を計算する数式です。この数
式に当てはめると、先ほど申し上げたバブル期の定期預金６％で運用できた場合、手元の資金は
72÷６ 12年で倍になる計算になります。一方、最近の定期預金金利0.002％で運用した場合、手元
のお金が倍になるには、72÷0.002 36,000年と途方もない時間がかかってしまう計算になります。
しかしながら、老後２０００万円問題もなどあり、資産を増やしていく必要はあり、国も「貯蓄
から投資へ」を提唱しています。具体的には、郵便局の貯金や銀行の定期預金だけではではなく、
株式や投資信託を活用した資産運用も推奨しています。
ここで、皆さんも新聞・TV等で目にする機会が多く、分かりやすい、代表的な株価指数でもあ
る日経平均株価を基準とした資産運用を考えてみたいと思います。日経平均株価の史上最高値は、
1989年（平成元年）12月29日につけた38,915円で、最近の最安値は、2009年3月10日の終値で
7,054円でした。日経平均株価の最高値と最安値だけを単純に比べてしまうと３万円近い開きがあ
り、価格変動幅が大きく、一見、リスクが高いように見えてしまいます。
この価格変動リスクを回避するための手段を一つ紹介させていただきますと、それは「長期運
用」です。「長期運用」にも長所、短所がありますが、平成29年に金融庁が発表した資料にもあっ
た「長期運用」の長所を紹介します。国内外の株式・債券に100万円を積立・分散投資した場合の
結果を投資期間で分析しています。投資期間が5年間の場合、運用結果は、72万円から17３万円で
した。つまり100万円を５年間運用し、７３万円儲かった人がいた反面28万円損した人がいる結果
となっています。一方、運用期間が20年の場合、運用結果は、185万円から321万円となり、資産
運用に失敗する人が少なくなる傾向にあるだけでなく、資産を3倍以上にできた方もいたようで
す。この20年間の運用成績は、金利にすると２％から６％に該当しますので、少し時間がかかるの
かもしれませんが、先ほど紹介した資産が2倍になる期間を計算する72の法則も活用できるのでは
ないかと思います。
また、機会がありましたら、日経平均株価の推移をグラフで見てください。グラフは、昨日の終
値である28,455円に向かって、30年間で多少の上がり下がりはありますが、緩やかな右肩上がりと
なっています。また、この傾向は、NYダウでも見られ、30年前のNYダウは3,000ドルでしたが、
最近は30,000ドル付近まで右肩上がりに上昇しています。これらのグラフからも粘り強く長期運用
することが、資産を増やすことにつながることが、視覚的にわかっていただけるかと思います。

ここで、これまでの融資業務に係る私の体験談を紹介します。平成15年くらいまでの融資に関わ
るエピソードは、生々しいものもあり、上司がお客様を訪問する際に、防弾チョッキを用意しよう
とした話、先輩がお客様の事務所で軟禁された話、自分も飲食店を経営するお客様との交渉で、い
つ包丁を突き付けられるかとビクビクした話等があったのですが、最近、こう言った類の話は聞か
なくなったので、銀行の融資業務についても最近の金利動向から説明したいと思います。
先ほど話しました預金金利の低下と同様、銀行の貸出金利も低下しています。バブル期には、年利
10％を超える貸出金利もありましたが、最近の住宅ローンなどの金利は0.5％程度まで下がってい
ます。また、当行を含めた県内銀行の決算発表等を見ていただくと、貸出金利の平均が１％を切る
水準まで下がっていることが確認できます。銀行も多少、金利をダンピングしてでも貸出を増やし
ている状況なので、皆様にとっては資金が調達し易い環境にあるかと思います。しかしながら、こ
の貸出金利の低下が、銀行の収益環境を悪化させているのも事実なので、これを挽回するために銀
行が取り組んでいるのが「事業性評価融資」です。
「事業性評価融資」と申し上げても何のことかイメージが、わき難いかと思いますが、これまで
のように決算書の内容を中心に可否を判断する融資ではなく、取引先企業の事業内容や成長可能性
等も評価して行う融資となっています。また、銀行が、取引先企業の事業内容や成長可能性に問題
点や課題を見つけた場合、その問題点や課題を解決していくための有料コンサルティングを提供し
ています。
具体的に提供している有料コンサルティング事例を紹介しますと、販路拡大、ビジネスマッチン
グ、事業承継、M&A、専門家派遣、外部機関活用、海外展開支援 などがあります。最近、私ど
もが対応したお客様の事例では、専門人材として経理部長候補者を紹介したり、事業再構築補助金
の申請のお手伝いを行っていますが、これら有料コンサルティングに関わる手数料収入が、貸出金
利による収入を上回っているお客様も少しづつ増えてきており、将来的には銀行の収益の柱として
いくことが目標となっています。

さて、ここまで、預金や投資にかかわる話をしてきましたが、話題を変えて銀行の主要業務でも
ある融資業務についてお話ししたいと思います。その前に最近の千葉県の経済動向をご案内しま
す。オミクロン株が見つかる前10月末の千葉財務事務所発表ですが、「新型コロナウイルス感染症
の影響により厳しい状況にあるなか、一部の業者に弱さがみられるものの、持ち直しつつある。先
行きについては、感染対策を徹底し、ワクチン接種を促進するなかで、各種政策の効果や海外経済
の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、サプライチェーンを通じた影
響による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、国内外の感染症の動向を注視する必要が

最後に簡単なまとめをしますと、銀行の3大業務のうち預金と融資の話をしましたが、実際に銀
行が力を入れている業務は、預金ではなく投資信託や生命保険等の資産運用商品の販売であり、融
資関連では有料コンサルティングによる取引企業の課題解決の話となりました。話題にはしません
でしたが、為替業務についても大きな変化が生じています。実は、旧来からの3大業務には収益性
に限界がある銀行こそが、これまでのビジネスモデルからの脱却を求められている産業であること
が本日の卓話を通じご理解いただければ幸いです。
本日は限られた時間でしたので、かいつまんだ話が多く、判り難い面もあったかと思います。も
う少し具体的な話をしようかとも考えましたが、控えさせて頂きました。預金や投資の話はある意
味、当行のコマーシャルとなってしまいますし、融資の話は会社が特定できてしまい情報漏洩に
なってしまうケースもあるからです。したがって、今回の卓話でより具体的な話を期待されていた
方には申し訳ございませんでした。ただ、個別にはお話しできることもあるかと思いますので、是
非、声をかけてください。ご静聴ありがとうございました。

