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第 1514 回例会 20年 1月 21 日(月) 
海南商工会議所４Ｆ 12：30～ 

 

１．開会点鐘           

２．国歌斉唱      「君が代」 

３．ロータリーソング  「奉仕の理想」 
４．ゲスト紹介   日興コーディアル証券 

和歌山支店長 土方 浩市様 

 
５．出席報告  

会員総数69名 出席者数52名 出席免除会員1名 

  出席率 76.47％ 前回修正出席率 88.24％ 

 

６．会長スピーチ      副会長 花田宗弘君 

 みなさん、こんにちは。

本日は山名会長が欠席のた

め、代わってスピーチしま

す。 

 今期も半分が過ぎました

が、後半は、まず 2 月 9 日

にＩＭ２組が開催されます。

続いて、イギリスのウエー

ルズ(RI第1150地区)からの

GSE 来日メンバーの受入れ、4 月 12 日～13 日の地区

大会、5 月 15 日からの地区 WCS のフィリピン・セブ

島への海外視察、6 月 15～18 日のロサンゼルスでの

世界大会と大きな行事が残っています。引き続き、ご

協力とご参加をお願いします。 

 また、本日の卓話は、日興コーディアル証券の和歌

山支店長の土方浩市様にお越しいただいています。よ

ろしくお願いします。 

 

７．幹事報告 

○マルチポールフェローの感謝状  田村能孝君 

○休会のお知らせ 

 有田ＲＣ    2 月 14 日(木) 

 和歌山中ＲＣ  2 月 15 日(金) 

 

８．委員会報告 

○社会奉仕委員会(記事掲載の件) 山畑弥生委員長 

○米山記念奨学生選考委員委嘱状   平尾寧章君 

 

９．ゲスト卓話 

日興コーディアル証券 
和歌山支店長 土方 浩市様 

 サブプライムローンとは、

信用度の低い借り手向けの

住宅ローンです。当初数年間

の金利は低く設定されてい

るが、数年後には返済金利が

跳ね上がる仕組みのローン

が主流です。そのため、借り

手は金利の見直し時期が来

る前に手持ちの住宅を売却

するなどして新たなローンを組み直していた。ところ

が、住宅価格が永遠に上昇することなどはなく売却し

て返済することができなくなり今回の問題が発生し

ました。どうして現在のような大きな問題となったの

かをご説明いたします。 

１) 住宅ローンの債権を証券化することにより債権

を売却し資金回収をし、新たな貸し出しを増やす

ことを可能にした 
２) 証券化した債権をリスクの低い債券と組み合わ

せることにより、リスク軽減して新たな証券化商

品として発行した（RMBS） 
３) 住宅ローンのみならず他資産（商業不動産、自動

車ローン等）を担保とした債権と組み合わせた証

券化商品を発行した（CDO） 
４) CDO をモノライン保険会社が信用補完すること

により CDO の格付を向上させた 
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５) 金融機関の簿外（非連結）会社が投資運用目的で

CDOを購入し運用及びCDOを担保としてABCP
を発行し資金調達をして更に運用した 

上記の形でサブプライムがらみの商品が増大し、住

宅資産価格が下落したときに影響を受ける商品が多

くなり、当然関連した金額も大きくなり結果金融収縮

が起こっている状況です。 ここで問題であったのは、

全て同様の資産を担保とした資金調達であり、且つレ

バレッジを効かせすぎている点だと思われます。大切

なことは同じような種類の資産に固めないことであ

す。 
 現在の日本の経済成長率を考慮すれば物価上昇率

はさほど高くないと思われます。ただし、今の日本の

経済成長率は新興国諸国を始めとする国々に大きく

劣後しています。また、人口が減少していく国の通貨

が強くなるとは思えません。今は、米国売りで対米ド

ルに対しては若干の円高ではあるが、新興国通貨を始

めとして全ての通貨に対して相対的に円安が起こり

うる可能性があります。 
 そのための保険として外貨を保有することは大切

なことと思われます。円安になっていったときには資

源のなく多くを輸入に頼っている日本においては全

ての物の価格が上昇することになります。保険と考え

れば、円高になって損をしたとは思いません。保険で

儲けようとすればそれはサギです。 
 日本人は島国で育ってきたせいか、あまりにも自国

の資産に高い評価をつけすぎており、土地を始めとす

る資産を全て国内の資産で固めている方も多いです。

資産の金額にもよるが、日本以外の国の多様な資産に

分散させる事が資産管理の第一歩と考えます。 
 

１０．閉会点鐘 

 

 

 

１月のお祝い 
○会員誕生日 
 １日 中尾享平君   １３日 金川龍一君 
１１日 平尾寧章君   ２７日 岡田雅晶君 

○奥様・旦那様誕生日 
  １日 上芝えり子様  ２３日 早川久子様 

  ２日 中尾みち子様  ２６日 新垣民子様 

  ７日 魚谷佳加様   ２９日 塩崎和櫻様 

  ８日 吉野良子様   ３０日 大谷洋子様 

 ２０日 谷口裕子様 

○結婚記念日 

 １０日 阪口洋一君   ２８日 大谷 徹君 

 

○一般ニコニコ 

花畑重靖君  ２月９日受賞式 天満店人繁昌亭支

配人祈念講演 角谷さんにお世話に

なります。 

       ２月３日芸能発表会の海南文化の集

いで吉田さんと宇恵さんにお世話に

なります。 

       海南フォトコンテストに１００名近

く、１０００点以上の応募ありました。 

       昨日、一昨日は徹夜で審査しました。 

横出 廣君  柳生さん、先日はお世話になりました。

又、よろしくお願いします。 

柳生享男君  寺下様、先日はありがとうございまし

た。 

楠部賢計君  土方さん、ご多忙の中お越しいただき

ありがとうございます。卓話よろしく

お願いします。 

谷脇良樹君  二人目の孫が（女の子）誕生しました。 

山田耕造君  土曜日、天理市でオシドリを見てきま

した。 

阪口洋一君  花田さん、林さんお世話になりました。 

花田宗弘君  年末年始に辻先生にお世話になりま

した。 

山畑弥生君  １２月２０日付の和歌山新報に薬物

乱用講演会の記事が掲載されました。 

       中村雅行さん、ありがとうございまし

た。 

 

次回例会 

第 1515 回例会 平成 20 年 1 月 28 日（月） 

12:30～ 海南商工会議所４F 
ゲスト卓話 海南税務署長 西川 健士

た け し

様 
 
 
 
 

 

 

『THE ROTARIAN』の写真コンテスト 

作品を募集中 
国際ロータリー（ＲＩ）の公式雑誌『THE ROTARIAN』

が募集する恒例の写真コンテストに、皆さんも写真を

送ってみませんか。「超我の奉仕」を物語る 2007－08

年度中に撮った最高の 1枚を送ってください。 

今年度は、ロサンゼルスＲＩ国際大会の全出席者が、

新たな賞「ピープルズチョイス賞」に投票できること

になりました。応募の締め切りは 3月 1日。提出写真

はすべて『THE ROTARIAN』の所有物となり、返却され

ません。 

ちなみに、前年度の写真コンテストの作品「写真で

見るロータリー：第 2回年次写真論評」が掲載された

『THE ROTARIAN』2007 年 6 月号は、出版物としての

質の高さが認められ、『フォリオ』誌の補足・単発刊

行物の部門で最優秀作品に贈られるシルバー・エディ

賞を受賞。多くのロータリアンに感動を与えた人々や

プロジェクトの様子に、プロの批評家の目も向けられ

ました。コンテストの規則と応募のガイドラインはＲ

Ｉのホームページ（英語） 

http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/TheRotari

an/Pages/TheRotarianPhotoContest.aspx をご覧く

ださい。 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


