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■会長報告 讃岐　武史 会長
　皆さんこんにちは。先週の木曜から土曜日まで2泊3日で当ク
ラブの友好クラブ、京都東ロータリークラブの60周年記念式典
に、9名の会員と1名の奥様の合計10名で参加して参りました。
まず金曜日には、京都東RCの髙橋会員が南禅寺の中で経営す
る料理旅館で当クラブと京都東RCと姉妹クラブである台湾の

台南RCの歓迎夕食会が開催されました。ここで出された料理は料亭、レスト
ラン等を経営する10名の会員がそれぞれ担当した豪華なおもてなしでした。
ちなみに余興も会員が演奏するブルーグラスでした。翌日は例会場であるウ
ェスティン都ホテル京都で、記念例会と記念祝宴が開催されました。記念例会
では元京都大学総長で京都東RCの元会長そしてその後、当時のRI365地区ガ
バナーに就任された平澤先生の遺徳のお話をお聞きしました。そして祝宴の
冒頭は片山九郎右衛門氏が演じる能を拝観し、祝宴がスタートしました。いず
れにしても大変スケールの大きな祝宴でした。尚、祝宴等の様子は渡辺、合田
の両元会長が当クラブのFacebookに写真と動画をアップされていますので、
ご興味がある方はそちらをご覧ください。又、京都東RCは次次年度に田中誠
二会員を地区ガバナーに送り出すそうです。
　さて本日の例会は会員卓話となります。どうぞ宜しくお願いします。

■ゲスト紹介 讃岐　武史 会長
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・白岩ガバナー補佐挨拶

　皆さんこんにちは、いよいよガバナー補佐の仕事も最後とい
うことで各クラブを回らせていただいております。ごあいさつ
と感謝の気持ちを申し上げたいと思います。私の年度は、2回
の会長幹事会とIMを行いました。3月のIMでは皆様全員参加
ということで本当にありがとうございました。好評だったと思

っています。また、奥パストガバナーには、講演講師、事例発表の講評をいただ
き本当にありがとうございました。当帯広クラブにおかれましては、讃岐会
長・小沢幹事1年間本当にありがとうございます。もう締めの月に入っている
ものと思います。先程新会員2名の紹介がありましたが。94名になられたと
いうことで、6分区で1番の増強となったのではないでしょうか。本当におめ
でとうございます。私の後任は、奥原さんにお願いしますが、是非皆様に、盛り
上げ支えてあげていただきたいと思います。私も補佐になり大変だと思いま
したが、貴重な経験をさせていただいたと思っております。1年間本当にあり
がとうございました。

■プログラム「会員卓話」 プログラム委員会
・長橋　成匡 会員

　皆さん、こんにちは、只今ご紹介にあずかりましたSMBCフレ
ンド証券の長橋でございます。昨年の10月に帯広ロータリーク
ラブに入会させていただきまして約8か月になります。新会員卓
話というものがよくわかりませんが、しばしの間、お付き合いく
ださい。自己紹介を、とのお話を頂いておりましたが私はサラリ

ーマンなものですから、皆さんにご披露するほどの遍歴ではございません。ま
ずは会社遍歴のお話をさせていただければと思います。その前にまず当
SMBCフレンド証券は2018年1月をもちまして、SMBC日興証券と経営統合
することになりました。私のサラリーマン人生で4度目の合併になります。ま
ず平成2年に関西の財界有志が中心となり設立された明光証券に入社し、平成
11年に松下幸之助の資産管理会社を由来とするナショナル証券と合併し明光
ナショナル証券となりました、これが会社人生で1度目の合併であり、次が平
成15年に三井銀行傘下のさくらフレンド証券と合併しSMBCフレンド証券と
なり、平成16年に住友生命傘下の泉証券との合併があり、先ほど申し上げたよ
うに2018年1月の合併で4度目となります。サラリーマン人生26年で4度の合併
はなかなか経験できるものではないとは思いますが、正直あまり経験したく
はなかったですね。入社当時はバブル絶頂時で会社選びも、いわゆる売り手市
場で選び放題であったわけですが中堅証券である明光証券に入社した理由は
大阪、東京、名古屋にしか支店が無く遠隔地の転勤がないと考えて選んだわけ
であります。が、合併を繰り返すうちに全国展開の証券会社になってしまい、
現在帯広で勤務している次第でございます。しかし何かのご縁でこの帯広に
てお世話になることになり、なにがしかの形でお返しができればと考えてお
ります。金融機関の人間がお力添えできることは資産の運用、事業継承、資産

継承の手助けではないかと考えまして、まずはマイナス金利の処方箋をお話
しできればと思います。日本はかなり以前から「低金利」が続いてきました。と
ころが今年に入って、いよいよ「マイナス」金利時代に突入しました。0.3%が
0.1%に下がるも、0.1%がマイナス0.1%に下がるも、0.2%という下げ幅事態は
同じです。しかし「マイナス金利」となると、今までとは違う部分がいろいろと
出てきます。では「マイナス金利」とは新聞やテレビなどで聞いたことはある
と思います。その意味について、すでにご存じだとは思いますが、念のため確
認しておきましょう。今年の1月29日に、日本銀行は2月16日から「マイナス金
利」を導入することを決定しました。具体的には、民間の金融機関が日本銀行
に預ける当座預金の一部にマイナス金利を適用することを決めました。つま
り「お金を預けて金利を受け取る」のではなく、「お金を預けて金利を支払う」
というのがマイナス金利です。それでは、私たちが銀行に預金していると、私
たちも民間の金融機関と同様に、金利を支払う必要があるのでしょうか？結
論から申し上げると「ノー」です。今回のマイナス金利は、民間金融機関と日本
銀行との間の話で、金融機関と個人との間では「マイナス金利」になっていま
せん。では私たちに関係ないのか、というと、そんなことはありません。
気を付けなければいけないことがあります。
　1つ目が「 金融機関の収益悪化」を通じた預金者へのコスト転嫁
　2つ目が「インフレーション」
　3つ目が「円高・円安」です。
　まず、金融機関の収益構造は預金と貸金との利ザヤと送金手数料などの各
種手数料が2本柱ですがマイナス金利の影響により利ザヤが縮小しており、こ
の結果もう一つの柱である各種手数料を強化せざるを得なくなる可能性があ
ります。次にインフレについてです。インフレーションとは、物やサービスの値
段が上がり、貨幣価値が下がることをいいます。仮に今のインフレ率が2%だっ
たとすると、現在100万円の自動車が1年後の値段は102万円になります。つま
り、インフレ率2%の世界では、現在の100万円が1年後に102万円になっていな
いと「目減り」したことになってしまいます。ちなみに、現在の1年定期預金の
金利水準は何%ですか？私の記憶が正しければ0.01%です。1000万円を預け
て1年間でいただける金利が税引き後で約800円です。それでは、日本銀行のイ
ンフレ目標が何%かご存知ですか？すでにご存じだと思いますが2%です。全
然使わなくとも、1000万円の価値は5年後には100万円弱減ってしまうことに
なるのです。ここにいらっしゃる方々の中にタンスに1万円札の束が入ってい
る方がいらっしゃると思いますが、そのような方は、内心、「日本はインフレに
なってないから大丈夫じゃないの。」と考えてらっしゃるのではありません
か？そのような方には「円高・円安」のお話をさせていただきます。なぜ「円安・
円高」に注意というのは、日本は、いろいろな資源を輸入に頼っているからで
す。ここ十勝の食料自給率は1100%でありますが、日本の食料自給率はカロリ
ーベースで39%です。アメリカやフランスは100%を超えてますし、イギリスで
も72%です。いわゆる先進国の中でも、日本が突出して低いのです。次にエネル
ギー依存度ですが、現在、原子力発電所の再稼働を巡ってマスコミを騒がせた
りしていますが日本は95%位を輸入に頼っています。円安・円高に関していう
と、一般論として、円安になると輸入物価は上昇します。つまり、円安が進む
と、資源価格が上がっていなくともインフレになる可能性があるという事で
す。これに資源価格の上昇が加われば、輸入インフレが加速することになりま
す。一方、輸出主導型の企業の場合には、企業業績は円安の方がプラスになり
ます。しかし、企業業績の伸びと等しく賃金が上昇するかというと、そうでも
ありません。赤字の時でも給料を支給するわけですから、そんな場合の備えの
分が差し引かれるので、企業業績の伸びほどは給料が上がりません。また、電
力会社のように輸出主導でない企業に勤めている方もいらっしゃいます。そ
う考えると、円安だと生活が厳しくなる人の方が多いように思います。今まで
は、たまたま資源価格が高い時に円高で、円安になったら資源価格が下がった
ので、あまり気にならなかっただけで、円安と資源価格の高騰が同時に襲って
こない保証はありません。今はリスクオフの時に円高に振れてますが、日本の
財政赤字はイタリアを上回っています。そうなってからでは手遅れかもしれ
ません。そのようなときに対応するために、処方箋が必要であると考えます。
処方箋と申し上げたのはひとりひとりで対応が異なる可能性があるからで
す。例えば、風邪を引いた場合、熱が高いとか咳がひどいといった症状に応じ
て、あるいは、薬の効き方、副作用、アレルギーなどによって薬を使い分けま
す。これと同様に、みなさんのリスク許容度、言い換えると、どの程度リスクを
取れるか、などによって資産運用の処方箋も異なるはずです。またスムーズな
事業継承の方法といたしましても、「信託」を利用した方法がございます。自社
株式をいずれかは、後継者に渡さなければいけないことは、理解できる。しか
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事ができます。

し…現時点で自社株式を息子に贈与してしまうことに不安を覚える、対外的
な信用力にも影響する、株式を手放すと会社と縁が切れてしまうのではない
か、そのような思いに陥ることがあると思いますが、そのような時に「信託」を
活用することでご自身が経営することができ、かつ、株式の価値を現時点で贈
与することで節税対策にすることもできる方法がございます。詳細について
は駅前の当支店にお問い合わせいただければ、みなさんにピッタリの処方箋
を見つけることができるかと思います。最後になりますが、いろいろなかたち
で地域に貢献できればと考えております。よろしくお願い致します。本日はあ
りがとうございました。

・奥田　　潔 会員
　皆さんこんにちは。帯広畜産大学の奥田です。どうぞよろし
くお願いします。経歴ですが、私は盛岡生まれです。昭和27年に
生まれ、盛岡に3年、その後京都に18年、その後帯広畜産大学に
入り、その後ミュンヘンで7年、 その後広尾の共済組合で勤務
し、帯広で助手として3年、 岡山に28年居て、今回帯広畜産大学
に参りました。それではお話しに入らさせていただきます。

■新会員紹介 会員増強委員会
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推薦者：中田　知德 会員・小田　　剛 会員
　井上洋一でございます。よろしくお願いいたします。歴史と
伝統のある帯広ロータリークラブに再入会させていただくこ
ととなりました。コツコツと例会に参加しながら、皆様と親睦

を深めていきたいと思っています。会社は株式会社井上、住所は西3条南10丁
目となります。お近くにおいでの際は是非お立ち寄りいただければと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
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推薦者：合田　倫佳 会員
　今、ご紹介がありましたALSOK髙橋でございます。歴史と伝
統のある帯広ロータリークラブにご入会させていただきまし
て誠にありがとうございます。まったくこのような会は私初め

てでございますので非常に今緊張しております。今後この緊張が解けて皆様
と馴染めるように頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

■会務報告 小沢　昌博 幹事
①帯広RC、次年度第2回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　5月25日（水）午後6時30分集合（7時より開会）
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　会　費　2,100円
　出席義務者　次年度理事・役員・委員長・新会員（3年未満）
②帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　5月26日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
③帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　5月27日（金）午前11時
　場　所　帯広市学校給食センター

■委員会報告
・出席報告 出席委員会
5/25例会の報告 会員総数94名　内免除会員4名　出席者数56名
5/11例会の報告 メークアップを含む出席者数70名　出席率77.8%

・ニコニコ献金 親睦活動委員会
中田　知德 会員
　新会員、井上洋一さんの入会ご承認いただきありがとうございます。皆様、
井上さんをよろしくお願いいたします。
小田　　剛 会員
　本日入会いたします井上洋一君を承認して頂きありがとうございます。
渡辺喜代美 会員
　帯広RC友好クラブの京都東RC創立60周年記念例会に参加させていただき
ました。素晴しい例会・懇親会でした。
合田　倫佳 会員
　ALSOK髙橋支社長様の入会のご承認ありがとうございます。皆様、よろし
く御願いします。
大和田三朗 会員
　先日に行なわれた、帯広北高の同窓会総会において、私、大和田三朗が会長
に承認されました。今後とも、帯広北高をよろしくお願い致します。
山上　大輔 会員
　ドリームジャンボ宝くじありがとうございました。また1等当選のご連絡
お待ちしてます。
渡部　　聡 会員
　ドコモ渡部です。今月23日、西4南5NTT帯広西ビルに移転しましたので、ご
報告させていただきます。
奥田　　潔 会員
　本日、新会員卓話をさせていただきます。宜しくお願い致します。
長橋　成匡 会員
　本日、新入会員卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
髙橋　久志 会員
　今度、歴史と伝統のある帯広ロータリークラブに入会させて頂きありがと
うございました。
井上　洋一 会員
　入会させていただきました。宜しくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■次週プログラム予定
6月1日（水）　「会員卓話」 （プログラム委員会）

平成２８年５月２５日

奥田 潔

帯広畜産大学 

帯広ロータリークラブ

新会員卓話

日本語 英 語 ドイツ語

牛

牛 cattle das Rind

子牛 calf das Kalb

雌牛 cow die Kuh

雄牛 bull der Stier

牛：ドイツ語と英語

ご静聴ありがとうございました

学 歴

昭和５２年 ３月 帯広畜産大学畜産学部 獣医学科 卒 業

昭和５７年 ２月 ミュンヘン大学大学院博士課程 獣医学専攻 修 了

ミュンヘン大学獣医学博士学位取得

昭和６１年 ７月 京都大学 農学博士学位取得

 
職 歴

昭和５７年 ４月 ミュンヘン大学獣医学部（臨床繁殖学）  助 手  
昭和５９年 ６月 北海道広尾町農業共済組合  獣医師 
昭和５９年１２月  帯広畜産大学獣医学科（臨床繁殖学）  助 手 
昭和６３年 ６月 岡山大学農学部（家畜繁殖学）   助教授 
平成１０年  ７月 岡山大学農学部教授（動物生殖生理学）  教 授 
平成２８年 １月 帯広畜産大学  学 長 
                                                 
経歴のまとめ 

盛岡（ 年）→ 京都（ 年）→ 帯広（ 年）→ ミュンヘン（ 年）→ 広尾（半年）→

帯広（ 年）→ 岡山（ 年）→ 帯広

 


