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第1260回例会

平成28年６月５日（日）

◉本日の例会プログラム 清浄園園児との交流会
◎次回例会プログラム

（安心院旅行村）
ゲスト卓話「神道について」
中津神社宮司 長谷川保則氏

前回（1259回例会）の記録
平成28年５月26日（木）
■ゲスト
豊和銀行中津支店
支店長 赤松 武明 氏
豊和銀行中津支店
次 長 佐藤真一郎 氏
■ビジター

■出席報告
会 員 数 25名
免 除 者 数 ３名
対 象 者 数 22名
本日出席者 14名
欠 席 者 数 ８名
出 席 率 63.64%

◎ロータリーソング それでこそロータリー
◎会長の時間 辛嶋会長
五月も最終例会になりました。今日久々の
夜間例会です。
来週は６月２日（木）の例会を６月５日（日）
に変更して、清浄園の子供さんたちを招待し、
安心院家族旅行村での移動例会ですので、なるべく沢山の
皆さんの参加をお願いします。
また、先週の例会に出席された杵築クラブの秋吉実会員
と一緒に来会した、米山奨学生の胡正倫君（中国重慶市出
身で現在アジア太平洋大学大学院１年）が安心院の移動例
会に出席したいと連絡がありましたので、当日朝中津駅で
出迎えて同行しようと予定しています。後ほど若松会員か
ら詳しい説明があると思います。楽しい例会になればと
思っています。
◎幹事報告 宇都宮幹事
●例会変更 宇佐RC、別府RC、別府北RC、
別府東RC、別府中央RC、大分RC、大分東

■1258回出席報告の修正
1258回欠席者 ７名
メイクアップ
１名
欠 席 者
６名
修正出席率 68.18%→

72.73%

●メイクアップ
若松会員
（サンライズEクラブ5/26）
●欠席者
土居会員、出納会員、籾倉会員、渡邊会員
矢頭会員、小野会員

RC、大分臨海RC、大分南RC、大分中央RC、大分1985RC、
大分城西RC、大分キャピタルRC、くにさきRC、湯布院RC
●週報受理 仙台平成RC
●報告事項
・ＤＬ（ディスカッション・リーダー）育成セミナーへの
ご案内
・2016 〜 2017年度 広報・青少年奉仕部門合同セミナー
開催のご案内
◎本日のメニュー

◎委員会報告
奉仕プロジェクト委員会青少年奉仕担当 若松会員
週報に次回例会がゲスト卓話「神道について」中津神社
宮司 長谷川保則氏となってますが、誤りです。次回は、
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中津平成RC週報
2016年６月５日（日）10：00 〜安心院旅行村にて清浄園
園児との交流会を中津平成RC例会として開催します。午
前中、陶芸教室、昼食にバーベキューを行います。ふるっ
てのご参加願います。
SAA 梶原会員
来月から、上着、ネクタイ着用義務免除です。6 〜 8月
の期間です。
◎ニコニコボックス 担当：奉仕プロジェクト委員会
〔辛嶋会長〕家内が中津混声合唱団に入ってます。先週日
曜日に無事に発表会を終えました。
〔長野（修）会員〕本日は豊和銀行中津支店の支店長さん、
次長さん、無理な卓話のお願いを聞いていただきましてあ
りがとうございます。5月はプログラム担当でしたが今日
で終わりです。
〔土居会員〕今日は卓話をありがとうございます。長女が
豊和銀行に4月から新入社員として務めさせていただいて
ます。よろしくお願い申し上げます。
〔岡野会員〕６月５日の例会は、戸外とのことで健康上の
理由で欠席とさせていただきます。すみませんが、よろし
くお願い申し上げます。
〔二反田会員〕週報のプログラムを間違えてしまいました。
申し訳ございません。
〔永松会員〕欠席をしましたが、EクラブでMUをしてます。
日曜にゴルフコンペがありまして、新しいドライバーがよ
く飛んでます。
〔吉岩会員〕卓話をありがとうございます。去年12月29日
に大分市で竹内力さんと飲食のお店でご一緒させていただ
きました。
〔宇都宮会員〕今年になって初めて髪を切りました。美容
師の家内に切ってもらってます。
〔加来会員〕今度の日曜に東京フォーラムでの講演を控え
てまして、その準備のため本日は飲めません。
〔梶原会員〕私の家内も中津混声合唱団に入ってます。日
曜日の発表会に行ってまいりました。
〔黒瀬会員〕新しく黒いプリウスを入れました。エアーコ
ンプレッサーで洗車の仕上げをしてます。
〔若松会員〕仙台平成RCの週報で、小松さんが３回目の会
長に就任されることを知りました。大変でしょうがご活躍
をお祈りします。
◎ゲスト卓話
ゲスト卓話「投資のすすめ」
豊和銀行中津支店 次長 佐藤真一郎氏
1、自己紹介
就職氷河期であった平成13年4月に豊和
銀行に入行。
学生時代は、旅行会社で添乗員の仕事をしていたため、
就職活動の当初は旅行会社への就職を希望していたが、
大学が大阪にあり、Ｖシネマ：「難波金融伝 ミナミの帝
王」に主演をしていた竹内力が好きだったということも
あり、金融関係の仕事へ就職活動を行った。その結果、
縁あって㈱豊和銀行へ入行することができた。
現在まで5 ヶ店で勤務し、今年4月から中津支店で勤務
をすることになりました。
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チフレーズに掲げて、お客様に質の高いサービスを提供
する活動を進めてます。
当行の本店は大分市王子中町にあり、昭和24年12月22
日に創業しました。
中津支店は、中津中央署の向かいにあります。
3、投資とは
投資といってもいろいろあります。銀行が関わるとす
れば、
収益物件の購入に対して融資をするか、
金融商品（投
資信託など）を提案するか、Ｍ＆Ａを提案するか等いろ
いろと考えられます。近年よく聞くようになったＭ＆Ａ
は、既存の企業を買うことであります。どなたかやって
いたビジネスを買い大きくすることであります。もし後
継者がいなければ、自分が大切に育てた企業を売ること
を考える人がでてくるかもしれません。
4、投資信託とは
投資信託とは、お客様が投資するお金を、銀行や証券
会社が窓口となり、実際に運用する運用会社等に斡旋す
る商品です。そこから得られる収益をお客様へ分配する
仕組みとなっています。
投資信託の特徴は5つあります。
①少ない金額から購入できます。
②株式や債券などへ分散投資をすることができます。
③専門家が運用してくれます。
④個人では直接投資をすることが難しい国へ投資をで
きます。ブラジルや最後の秘境と言われるアフリカ
等への投資が可能であります。
⑤透明性が優れています（毎日時価が公表）
。
預金に比べて魅力的な投資信託ですが悪い話もよく聞
かれると思います。投資信託を保有している人の大半が
損をしているからだと考えられます。
投資信託で失敗しない3つの条件
①いきなり勢いで購入しないこと。
②ほったらかしにしないこと。
③ ひとつの銘柄に集中させないこと。
投資信託の本数は、約6,000本近く販売されており、
その中から自分で選ぶのは大変だと思います。慣れるま
では、販売会社の方にアドバイスを求め、ほったらかさ
ないことが重要だと思います。
5、まとめ
通帳にいっぱいお金を貯めていても、知らない間に価
値が下がることだって考えられます。投資によってそん
なリスクをカバーしていきましょう。
この度は卓話の機会を頂き、また慣れない私の話にご
清聴頂き、大変ありがとうございました。中津平成ＲＣ
の皆様の活動を通して、ロータリーの奉仕の心を学ぶこ
とができたと思います。
本日は、このような貴重な機会を頂き、大変ありがとう
ございました。感謝しております。

2、豊和銀行の紹介
当行は、これまで「いちばんにあなたのこと」をキャッ
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