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人生100年時代の資産形成について
　前回の続きで、まず最初に昨今の「超低金利時代」についてみて
みたいと思います。
　預金金利は0.01%未満が常態化しています。これは１年間100万
預けても100円の利息、1000万預けても1000円の利息、そこから
20%の税金を引かれるので手元に戻るのは80円とか800円になっ
てしまいます。銀行に行く交通費が消えてしまう、と以前は言われ
たものでした。
　「72の法則」というのがあります。複利運用して元本が倍になる
までの期間をいうもので「72÷金利」です。たとえば金利6%の時代、
72÷6＝12年です。この時代を過ごされた方も多いのではないでし
ょうか。私が社会人になって銀行に就職した時代は72÷1＝72年の
時代でした。現在はどうでしょう。計算するのも恐ろしい感じです。
　次に物価動向について考えてみます。皆様が子どもの頃のお菓子
やパン、ケーキ等の値段と今の値段とどうでしょうか。物価は1970年
代の高度成長期からバブル期を経て2000年ころまで右肩上がりで
したが、そこからは停滞しています、がじりじりと上昇傾向にあるの
は事実です。政府が目標としているインフレ率は2%です。物価が
2%で上昇していく中で、預金金利が上記のような状況で追いつくの
でしょうか。実質お金の価値としては目減りしていっています。
　新潟の銀行で「100年定期」というものが大正４年にでました。
当時のお金で1万円(当時の小学校教員の初任給が10円とか20円と
かの時代)という大金を預けた人の子孫が2015年に満期になり受取
りにいったところ、300万にしかならなかったというお話です。6%
複利で運用されていたのですが、貨幣価値は当時の数千分の1以
下になっておりわずかなお金にしかならないそうです。
　ではどうしたらよいのでしょう、お金を長期で増やしていくには
運用効率で大幅に変わってきます。毎月２万を30年積立てるとした
ら、何もしなければ720万、0.1%運用で730万、3%運用で1165万、
5%運用で1664万と変わってきます。もちろん10年より20年、30年と
長くなればなるほどお金は増えていきます。また一つに投資せず分
散投資することでリスクも軽減され、口数も増え運用効率が上がり
ます。
　また貯めたあとも運用しながら受取ることで、お金の寿命が延び
ます。たとえば2000万のお金を65歳から毎月10万ずつ使うとしたら、
運用しなかった場合約17年後82歳で底をつきますが、3%運用であ
れば23年後88歳までのお金の寿命となり、また5%であれば33年後
98歳までお金の寿命が延びます。
　ポイントはできるだけ長期に渡って運用することです。それをし
ている米国の高齢者との資産の差も大きく差がついていることが
データでもでています。人生100年時代、健康寿命とお金の寿命ど
ちらもそろってこそ充実した老後が過ごせるのではないでしょうか。
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・出席報告（12月9日）

■　第18回例会の記録（12月9日）
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「2720地区における国際奉仕とは」
　第2720地区　国際奉仕部門　部門長
　　　　　　　小野　健介様（臼杵中央ＲＣ）
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■　本日のプログラム（12月16日）
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「我等の生業」

職業奉仕セミナー報告・クラブ協議会

ロータリーソング 【我等の生業】

なりわい

やわらぎ   むつみ

我等の生業さまざまなれど

集いて図る心は一つ

求むるところは平和親睦

力むるところは向上奉仕

おお　ロータリアン

我等の集い



ニコボックス

★小野健介様（臼杵中央RC）
大分1985ロータリーの皆様、こんにちは！本日は国際奉仕部門の卓話にお邪魔致しました。何卒よろしくお願い致します。
★橋本亜紀子会長（1口）
今期のスローガンであげてますホームクラブ出席率80％を本日初めて達成しましたので、嬉しくて一口させて頂きます。
★髙山泰四郎会員（１口）
私は以前、大分県印刷工業組合の理事を務めましたが、本日ビジターとして、髙井・前理事長（大分南RC）と、小野・現理事
長がお見えになっていますので、記念に一口致します。
★藤田敬治会員（1口）
現在、大分県印刷工業組合の専務理事を務めておりますので、揃いました事を記念して一口させていただきます。
★坂本　肇会員（1口）
臼株の「楽しむ会」でお世話になっている臼杵中央RCの小野さん卓話に来てくれてありがとうございます。今期「楽しむ会」
の会長をさせて頂き幹事の小野さんにお世話になってます。重ねてありがとうございます。
★吉田盛治会員（5口）
母の葬儀の際は、クラブからお気遣いを頂き有難うございました。92才の天寿を全うしました。
感謝の気持ちとして、5口します。
★河野　聡会員（２口）
１、4年越しの念願の日本ソムリエ協会のソムリエ試験に合格しました。このためにワインバーも開いてがんばってきた甲斐
　　がありました。
２、この機会に職業分類をソムリエに変更していただきたくお願いします。

幹事報告

・第12回全国ＲＹＬＡ研究会参加のご案内
　　日　時　2020年2月9日㈰　10：00～15：50
　　場　所　西九州大学　佐賀キャンパス
　　登録料　10,000円　締切り12月25日㈬まで

例会の予定

■12月23日（月）

■12月30日（月）

■令和2年1月8日（水）

■ 1 月20日（月）

クリスマス例会
18：30～20：30　ザ・ブリッジ
休会
　　 新春合同例会
　　 12：00～14：00（トキハ会館）
年男の卓話 ゲスト・ビジターの紹介

ゲ ス ト：小野　健介様（臼杵中央RC）
ビジター：髙井　道晴様（大分南RC）

「2720地区における国際奉仕とは」〈卓話の時間〉 （12月9日）

・2720地区における国際奉仕とは 

地区国際奉仕部門長 小野健介 
         （臼杵中央） 

12月9日（月） 大分1985ロータリークラブ卓話 

「ロータリーの目的」 
 

奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク
を通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。 

第４ 

A 回答クラブ 
   熊本31 大分32  計63クラブ(84%) 
 

B 国際交流をしているクラブ 
   熊本16 大分18  計34クラブ(46%) 

地区補助金・グローバル補助金の活用に関するデータ 
 
 国際奉仕・ロータリー財団合同セミナー  
  ① 9/21 中津会場 
  ②10/5熊本会場 
 

C 国際交流をしていないクラブ 
  熊本13 大分13  計26クラブ(35%) 
 
 イ 過去に実施していたクラブ  大分     2クラブ 
      熊本   1クラブ 
  ロ 無回答のクラブ    熊本  1クラブ 

 
D 国際交流をしているクラブで 
 

 イ 地区補助金を活用したクラブ 
    熊本3 大分6   計9クラブ(12%) 
 ロ グローバル補助金を活用したクラブ 
    熊本1 大分3   計4クラブ（6%) 
 ハ 地区補助金もグローバル補助金も活用していない    
              クラブ        熊本12 大分12 計24クラブ(32%) 

①別府RC 
相手国 A台湾 Bスリランカ Cベトナム 

実施時期 － 

事業内容 

A台湾･･･台中日本人学校を訪問し、パソコン、文具を寄贈 
                               （2016～2017年度） 
Bスリランカ･･･日本語学校に国際交流、文具支援（2017～2018年度） 
Cベトナム･･･エアコン、扇風機、パソコンの提供（2019～2020年度） 

事業予算 Cベトナム 30万円（2019～2020年度） 

現在の進行状況 2019年9月16日に贈呈式 

良かった点 国際奉仕が出来た事 

〈地区補助金活用例〉 
②日田RC 

相手国 ミャンマー 

実施時期 2014～2016年 

事業内容 

2014年日田ロータリークラブ創立50周年記念事業の一つとして 
ミャンマー・キータンゴン村の小学校建設。2014年6月に校舎が完成し、
それまで竹とヤシの葉造りのバラック校舎から鉄骨のレンガ造りとなり、
村民営から政府が認定した公立小学校となり、授業料も無償となった。 
 
2015年1月には、同校にノートや鉛筆を届け、その折に給水事情が劣
悪であることを認識し、キータンゴン村の要請を受けキータンゴン小学
校とワッチョン村小学校の2校に井戸を寄贈することし、2016年2月、井
戸完成視察に同地区を訪問した。 

事業予算 125万円 

現在の進行状況 現在していない 

②日田RC 

良かった点 

ミャンマーに対する日本の支援は、民主化、国民和解、経済改革を中
心に資金協力や技術協力を行っているが、辺地では支援の手が行き
届いていない状況であり、今回の事業により子供たちの教育環境の改
善に多少なりとも貢献できた点が良い点。 

むずかしかった点
または問題点 

ミャンマーという国柄や国際情勢から、当初事業着手に種々困難が
あった。 

今後の改善案 
ミャンマー支援に対するキーパーソンがおられるからこのような方々と
の連携、ネットワークづくりにより、スムーズな国際交流が可能となる。 

③別府北RC 

相手国 タイ 

実施時期 2008～2015年 

事業内容 最終2015年度、タイ公立病院へ医療機材の寄贈 

事業予算 1,000万円 

現在の進行状況 現在していない 

良かった点 人道的活動、疾病予防と治療に貢献できた。 

むずかしかった点
または問題点 

言語の違いによる意思の疎通がしづらい。 

今後の改善案 

④大分東RC 

相手国 モンゴル国 

実施時期 2015～2019年 

事業内容 青少年育成事業（スポーツ用品、文具、シューズ等物資支援） 

事業予算 150万円 

現在の進行状況 今年度で終了 

良かった点 
モンゴル国との交流を通じて喜んでもらった。 
ロータリーへの理解が得られた。 

むずかしかった点
または問題点 

継続すること。 

今後の改善案 

⑤大分南RC 

相手国 フィリピン 

実施時期 2015～2019年 

事業内容 セブ島の小学校へのウォータードリリング（井戸掘り）事業 

事業予算 30万円 

現在の進行状況 実施している 

良かった点 小学生の喜ぶ顔が見れた。 

むずかしかった点
または問題点 

毎年訪問しているが一部のメンバーしか行っていない。 

今後の改善案 グローバル補助金を使った事業を検討中 

次週へつづく

第2720地区　国際奉仕部門　部門長　小野健介様（臼杵中央RC）


