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ロータリーの森

本日のプログラム 
司会   杤本 正樹君 

・点 鐘            伊藤  純君 

・ROTARY SONG    「我らの生業」 

・今月の歌     「想い出の渚」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           伊藤  純君 
・卓 話            速水 敬志君 

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

 

今月の歌 

想い出の渚 

（ザ・ワイルドワンズ） 

 君を見つけた   この渚に 

 ひとりたたずみ  思い出す 

   なみに向かって  叫んでみても 

  もう帰らない   あの夏の日 

 

先週の記録 

副会長挨拶    副会長   社本 太郎君 

第一回理事会の折に月に一度会長挨拶を副会長

二人でやってほしいとの要請がありました。 
 はたして会長が出席の時に会長の代わりに挨拶

することが良いことなのか私にはわかりません。 
 しかし、咄嗟のことで承諾してしまいました。 
 そして今日が会長挨拶代行の初日になります。 
 かつて自分が会長を受けたときは正直言ってこ

の会長挨拶を毎回やらなければいけないというの

がとても重荷でした。 
 挨拶のネタ探しに生まれて初めて新聞の切り抜

きもやりました。 

２０１６年７月２２日（金）２２８６回（７月第４例会） 

 
実際に挨拶のネタとして利用したのは１，２回で

したが。 
 自分の時は何も考えなかったのですが、そもそ

も会長挨拶は何のためにあるのでしょう。 
 春日井ロータリークラブに入って２０年近くに

なりますが、なぜ会長挨拶を行うのか教えられた

ことはありませんし、討議したこともありません。 
 会長によって文学や演劇について話される人も

みえれば新聞とかの時事ネタを中心に話される人

もみえました。 
 必ずしも会長挨拶はロータリークラブについて

話されるわけではありません。 
 むしろ少ないかもしれません。 
 会長挨拶を一年やると人前で話すことに慣れる

ことは確かです。 
 やっているうちに会長挨拶をあまり会員が聞い

ていないこともわかってきますし。 
 その意味では会長挨拶は会長に一番プラスにな

るのかもしれません。 
 今年、何回お話させていただくかわかりません

が次回はもう少し会長挨拶のロータリークラブで

の意義について考えてお話しさせていただきたい

と思います。 
 
幹事報告       幹事  成瀬 浩康君 

地区行事 

＊７月１８日：第２７回ＩＡＣ年次大会 

出席者：会長・幹事・会長エレクト・副幹事・青

少年奉仕委員長・副委員長及び地区委員 

＊８月１０日：東尾張分区会長幹事会 

出席者：会長・幹事 

＊９月８日：米山奨学委員長会議 

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



出席者：米山奨学委員長 

＊ガバナー補佐事務所よりお詫び 

ＲＬＩセミナーと東尾張分区ＩＭが重複しており

ご迷惑をおかけいたします 

クラブ行事 

＊９月２日：ガバナー補佐訪問 

出席者：理事役員・各委員長・及び入会１年未満

の会員 

次週予告 

＊卓話：速水敬志君 

◎例会変更のお知らせ 

名古屋丸の内 
  ＲＣ 

８月４日（木） ８月３日(水) 

家族会の為 ねぶた祭り 

名 古 屋 大 須 ８月４日（木）８月４日(木) １８：３０ 

   ＲＣ 夜間例会の為 庭園フラリエ 

名 古 屋 名 駅 ８月３日(水) ８月３日(水)  

   ＲＣ ＩＤＭの為オルクドール・サロン

名 古 屋 名 東 ８月２日(火) ８月 2日(火)１８：００ 

   ＲＣ 夜間例会の為 未定 

 
◎ビジター紹介   会長   伊藤  純君 
○小牧ＲＣ     名和 千博君 

  〃       長尾 秀儀君 

 
出席報告       委員長  大橋 省吾君 
会員 61 名 欠席 17名 出席率 72.1%

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.7%

 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○本日、貴重な時間にお邪魔します。今後もよろ

しくお願いします。 
小牧 RC 会長  名和 千尋君 長尾 秀義君 
○小牧 RC をお迎えして     伊藤  純君 
○遅まきながら新年度スタートおめでとう。伊藤

会長さん頑張ってください。   松尾 隆徳君 
○昨日、婦人の会に参加させて頂きました。心の

こもったサプライズを頂き大変喜んでおります。

春日井 RC 会員さんロータリーファミリーの皆さ

ん心より感謝申し上げます。   志水ひろみ君 
○岡嶋会員お世話になります。近藤会員の卓話を

楽しみにしてます。       貴田 長克君 
○小牧 RC 名和会長、長尾幹事ありがとうござい

ます。             成瀬 浩康君 
○9 月写真部会で上高地へ行ってきました。来月

は尾瀬に行きたいと思っています。和田 了司君 
○先週末にしまなみ海道を自転車で走破しました。

健康に感謝。          藤川 誠二君 
○週末の『高蔵寺きてみん祭』晴天を願って 
                青山 博徳君 
○卓話頑張ります。       近藤 秀樹君 

○欠席続きでごめんなさい。   大橋 完一君 
○いつもありがとうございます。 大橋 省吾君 
○卓話を楽しみにしています。 
近藤 太門君  川瀬 治通君  加藤 宗生君

伊藤 正之君  野浪 正毅君  伊藤 一裕君 
清水  勲君  加藤  茂君  名畑  豊君 
大原 泰昭君  小川  長君  杉山 孝明君 
山田  治君  社本 太郎君  下田 育雄君 
古屋 義夫君  宅間 秀順君  屋嘉比良夫君 
栃本 正樹君  梅村  守君  北  健司君

太田 弘道君  早川 八郎君  加藤久仁明君 
馬々大刀雄君  岡嶋 良樹君  蓮野 美廣君 
足立 治夫君  小野寺 誠君  河村 哲也君 
速水 敬志君 
○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 
 

卓話             近藤 秀樹君 

卓話要旨「マイナス金利の影響と経済・金融情勢」 
マイナス金利の影響と経済・金融情勢について

説明させていただきます。冒頭にお断りしますが、

経済・金融情勢で難しいのは将来予測です。締り

のない話になるかもしれませんが、予めご承知い

ただきたいと思います。 
 マイナス金利は、日銀が今年 1 月 29 日に金融

政策決定会合において導入することを決定しまし

た。金融機関が保有する日本銀行の当座預金に△

0.1％の金利を適用するものです。日銀の当座預金

は準備預金と言われ、準備率操作と言われる金融

政策手段に従い、金融機関が日銀に預ける預金の

ことです。準備率は、預金の種類に応じて決めら

れており、0.1％～1.3％の割合となっています。

その対象となる国内金融機関の預金残高は、銀行

700 兆円、信金 130 兆円、郵貯 180 兆円で 1 千兆

円を超える状況です。国が発行している国債は

838 兆円なので、預金残高の範囲に収まっていま

す。 
 マイナス金利と言うものの全てが適用されるわ

けではありません。当座預金を 3 段階に分け、階

層に応じて＋0.1％、0％、△0.1％が適用されてい

ます。具体的にみると、当座預金合計で276兆円、

内マイナス金利は 20 兆円でその影響は限定的で

す。なかでも、国の年金資産を預かる信託銀行や

ゆうちょ銀行、一部の信金に偏っていると言えま

す。 
 日本銀行がマイナス金利の導入に踏み切った要

因は大きく 3 点です。一つ目は、インフレターゲ

ット 2％と設定したにも関わらず消費者物価指数

が上向かないことが挙げられます。デフレは絶対

的に避けなければなりません。二つ目に、中国経

済成長の鈍化が挙げられます。日本にとって、北

米に次ぐ貿易相手国である中国の影響は大きいと



言えます。三つ目は原油価格の低迷です。WTI 原
油は、ここ数年では 2014 年をピークに低下し、

ほぼ半値の状態が続いています。中国・新興国の

需要減やアメリカシェールガスの増産、オペッ

ク・ロシアの減産見送りなどが要因に挙げられま

す。 
 日銀は、こうした世界情勢によるリスクの顕在

化を未然に防ぎ、消費者物価指数上昇率 2％の目

標達成に向けた勢いを維持するために「マイナス

金利付量的質的金融緩和政策」に踏み切ったよう

です。金利全般に下押し圧力を加えることで、資

金を貸し出しや株式などの資産に移行させ、景気

や物価に働きかけることで、2％の物価安定の目

標の早期実現を図るのが狙いとなっています。 
 では、マイナス金利導入後の経済動向を振り返

ってみます。先ず日経平均株価は、年初から中国

株式市場のサーキットブレーカー発動が大きく影

響し、大幅に下落した後マイナス金利が導入され

一時的に上昇に転じましたが、2 月には 15,000 円

を割り込みました。その後緩やかな回復を見せま

したが、イギリスの EU 離脱決定を受けさらに一

段低下、その後回復し今週は四日続伸です。外国

為替市場では、本来内外金利差が影響することを

考えれば、円安に向かう展開を予想するところが、

イギリスの EU 離脱問題に影響され、リスクオフ

の動きから安全資産の円が大きく買われ円高が加

速しました。今週に入り円安方向に動いています。

10 年国債利回りは、0.2％前後の水準で取引され

ていましたが、マイナス金利導入後は低下の一手

を辿っています。マイナス金利で国債が買われる

理由は、換金性が良いこと、与信取引の担保の役

割、日銀トレードが挙げられます。 
 また預金金利は低下を続け、店頭表示の定期預

金金利は 0.01％、普通預金金利は 0.001％です。

借入金利についても、長期プライムレートは低下

が続いています。金融機関の実勢レートはさらに

下げ幅が大きくなっています。消費者物価指数は

マイナス金利導入を受けた後も大きな変化はあり

ません。消費動向は、給与総額に影響されますが、

統計的な給与総額は増加していません。設備投資

動向では、前年を 2 兆円程度下回ることが予測さ

れており、僅かな金利低下では反応していないこ

とが窺われます。マイナス金利導入後の企業経営

者向けのアンケートでは、資金調達に前向きであ

るとの回答が 53％あり、内 76％が運転資金であ

ると回答しています。設備投資よりも先行きの不

安に対する現れと思われます。 
 日本以外のマイナス金利導国は、デンマーク、

スイス、スウェーデンがあります。スイスでは消

費者物価指数の影響は小さく、大口預金金利がマ

イナスとなっているようです。デンマークやスウ

ェーデンでは住宅ローン金利がマイナスに転じた

ことから住宅価格が上昇するなどの相反事例があ

ります。 
 金融政策だけで資金の流動性を高めることには

限界があることが窺われるなか、財政政策などと

並行して市場に刺激していくことが重要に思われ

ます。参院選挙終了後の安倍政権の政策に注目が

集まるところです。 
 後に、今後の展望について触れます。為替相

場は、内外金利差の拡大により円安方向に向くこ

とが予測されます。株価では、海外投資家の占め

る割合が多く、円安による企業収益の向上、金利

低下による株式投資の増加、円安による投資効果

拡大などを受け、短期的には上昇することが予測

されます。貸出金利はどこかで下げ止まり、預金

金利はゼロやマイナスになることはありません。

マイナス金利政策の効果は、半年から一年という

時間が必要と言われていることから、時間軸での

注目時期は今秋から暮にかけてというところです。

金利の低下は国の財政支出には好都合なことや、

アメリカ経済動向が好転（利上げ）、日本のマイナ

ス金利拡大の可能性など、為替相場を左右する事

柄に注視していく必要があると考えます。 
 拙い話でしたが、ご清聴ありがとうございまし

た。 

 

小牧 RC ご挨拶 名和 千博君 長尾 秀儀君 

 

 

卓話 近藤 秀樹君 


