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本日の出席率７３.３３％：会員数４５名・出席３０名・欠席１２名・出席規定免除会員（３）３名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席３１名・メークアッ１１名・出席規定免除会員０名

　本日は、 都合上変更があり、 会員

卓話は糸瀬副幹事による 「マーケッ

ト情報」 です。

平成２６年６月末の発表の日本の

借金 : 借金現在高は国債、 借入

金、 政府短期証券の合計１， ０３９

兆４， １３２億円と政府保証債務４４

兆１， １４６億円の合計１， ０８３兆５５

０億です。 さらにマスコミではあまり報道されていない長期国債（１０：

０． ４９％〜４０年以上） があり、 中・ 長期国債発行と日銀借金で＋

１８０〜１９０兆円との報告もあり， 計１， ２８０兆円位です。 単純計算

で国民１人当たり約１， ０００万円の借金です。 国債発行額の国内

保有率は２０１４年６月に９１． ６％、 海外比率は８． ４％で今年は ８

８％以下との報告もあり、 仏、 独、 米も金利が低い故、 日本の１０

年国債 （金利０． ４９％） を買う動きが見られます （２０１４． ８． ２７）。

欧米先進国の自国の保有率は４５～７０％です。

国の支出は年間約９０兆円で、 この２０年で約２０兆円増えており、

中でも社会保障費の予算が年３０兆円以上を負担しています。 これ

に対し、 国の税収は約４０兆円にとどまっており、 所得税は９１年の

約２７兆円に比べほぼ半減、 法人税も収益悪化でピーク時のほぼ

半分に落ち込んでいます。 しかも、 ２０１３年の貿易赤字は１１． ５

兆円。 日本はここ数年間、 毎年約３０兆円の国の赤字が続いていま

すので、 消費税増税となる訳です。 消費税１％で約２． ６兆円の増

収、 ８％で約２０兆円。 １０％で約２６兆円。 大和総研では消費税は

２０％程度 （５２兆円） で抑えられる可能性と報告していますが、 家

庭負担が増えるため消費意欲や消費税収入そのものも減少します。

当然買い控えがおきます。 いずれにせよ、 消費税１０％に引き上げ

ても、２０２０年度には国債新規発行分のうち国内消化率は ６４． ６％

に低下すると予想され、 当然ヘッジファンド類が仕掛けて、 インフレ

やハイパーインフレになるのではないかと懸念しています。 また、

中国経済もバブル破綻寸前ですので世界大恐慌も視野に入れて

おくべきです。

日本人の金融資産 : 世界で歴史的にも類を見ないこの莫大な負

債の担保として日本人の金融資産は１， ４３３兆円 （負債 ・ その他

３７９兆円をさっ引き、 非金融資産を含むと純資産は２， ０８０兆円と

の報告も有りますが ・ ・？？） と報告されています。 しかし、 インフ

レになれば円は下落、 資産額は急落します。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

１．例会変更

　　 佐世保南ロータリークラブ

９月１２日 （金） １２：３０→１８：００～

ハウステンボスホテルヨーロッパ　観月例会のため

各世帯の貯蓄額 : 総務省は２０１３年、 ２人以上の世帯当たり貯蓄

額の平均値 （調査数は約９， ０００世帯中， 単身世帯を除く、 約８，

０００世帯から） は１， ７３９万円。 前年よりも８１万円、 ４． ９％増えた

と報告しています。 １，７３９万円の内訳は定期性預貯金７２４万/４１．

６％、 通貨性預貯金３５６万 /２０． ５％、 生命保険など３７９万 /２１．

８％、 有価証券２４０万 /１３.８％と報告しています。 これを中央値で

計算すると約２ /３分の世帯は平均値を下回っており、 家庭に貯蓄

がない （２８． ６〜３１％）、 １００万以下は１０％、 １００〜２００万は

６４％、 ２００〜３００万は５． １％で１， ６００〜２， ０００万は３． ６％

です。 しかし、 ４， ０００万以上は１１． １％もいますので平均値を押

し上げるわけです。 また、勤労者以外 （個人営業や自由業の社長、

無職世帯） の世帯に無職世帯を含んで計算されています。 実際の

負債現在高の平均値４９９万円をさっ引きますと、 勤労世帯平均１，

２４４ （(－７４０万 )、 ３０歳未満は２９５万 （－３４５万）、 ４０代で１， ０

３３万 （－１， ０１１万）、 ６０歳以上が２， １６８万 （－２１１万） です。

就業者 : ２０１４年７月の就業者数は６， ３５３万人で労働力率は５７.

７％ （２０１４年５月の有効求人倍率は１． １０倍 ) です。 完全失業者 

２４８万人 （３． ８％）。 非正規労働者１， ９３７万人。 ２０１３年４月の

２４～５４歳の女性の平均就業率は６９． ２％ （ＯＥＣＤ加盟国中２３ /

３４位 ・１位のスウェーデンで８２． ５％ )、 フリーターは１８０万、 ニー

ト （就学、 就労、 職業訓練のいずれも行っていない若者） は６０〜

６９万人、 ２０１４年４月の生活保護受給者は２１５万９８４７人で１０年

度の生活保護費は年間３． ３兆円、 このうち在日外国人の受給額

が１， ２００億円ですので、 なんとか就業者増員に繋がればいいの

ですが。 このような環境ですので、 よほどしっかり考えた行動が必

要になりそうです。 「マーケット情報」 で勉強しましょう。

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　　 　桟　　 宗利様                         

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　　 　道添　昭仁様　
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ＳＡＡ：指山康二君

次回例会／９月４日１２：３０～

次回献立／助六、小鉢、茶椀蒸し、赤だし

糸瀬新 副幹事

≪ マーケット情報 ≫

１．為替ﾚｰﾄ・日経平均株価の状況　　

平成２６年８月２７日現在

　ＵＳ＄      　１０４． ０６円　

　　 ２年前同日  ７８． ８３円

　　 ２年で２５． ２３円の円安　１３２． ０％

　日経平均株価  　１５， ６１３円

　　 ２年前同日         ９， ０８５円　　

　　 ２年で６， ５２８円上昇　　 １７１． ９％

　２年前は野田政権下でデフレ状況下にありました。 現在はアベノ

ミクスでデフレ脱出しつつある状況で、 円安株高方向に向かって

いるといえます。 大きな円安要因としましては、ＵＳＡの金融緩和

縮小の時期と利上げ時期とシェールガス革命による好景気。

２．物価上昇

　２０２０年の東京オリンピック開催決定。人手不足による物価上昇。

２０１４年４月～消費増税８％　来年１０月に１０％、いずれ１５％、２０％

になる？

　過去の消費税導入時の為替動向を見てみると、 １９８９年初めて

消費税が３％導入された時、 １＄１３０円が１年後１６０円に。

消費税５％に増税時１＄１２０円が１年後１５０円に消費税増税はイ

ンフレ率の上昇につながります。 消費税引き上げ ・ ・ ・ 物価があ

がる ・ ・ ・ 物の価値が上がる　相対的に円の価値は下がります。

３．なぜ消費増税をしないといけないのか？

　日本国政府の財政状況の悪化にあります。 ２６年度予算案では

歳出　９５８， ８２３億円。 歳入のうち税収でまかなわれているのは５

割程度で、 ４割強は借金に依存しています。 政府地方の借金総

額は１， ２７８兆円。 国民１人当たり１， ００２万円にもなります。

　債務残高の対ＧＤＰ比は　２３１． ９％と最悪の水準となっています。

インフレによる円の価値の減少と増税で改善していかないといつ財

政破綻しかねない状況です。

４．日本国国債について

　日本国債１０年物、 金利０． ５０５％　利払い費等＝１０兆円

日銀の黒田総裁の異次元の金融緩和で日銀が国債を買い続けてい

ます。 民間銀行は将来国際的な査定基準見直しもあり国債保有を

減らしています。 いつまで日銀が買い続けられのでしょうか？ヘッ

ジファンドの仕掛けもすでにあっています。 国債金利の上昇は財

政破綻 ・ ハイパーインフレにつながります。 財政破綻となると預金

閉鎖・ハイパーインフレ・年金等社会保障のカット・大増税になります。

５．自分で自分の身を守りましょう

　現在のアベノミクスが順調にいき、 緩やかな景気回復になったと

しても、 失敗してハイパーインフレとなったとしても物価上昇 ・ イン

フレになります。 １０年後は１＄１３０円。 外貨資産保有が一番有効

であると思います。 あと不動産保有も有効であると思います。 　

本日の合計　　　　    8,000 円

本年度の累計　　  255,000 円

佐世保南ロータリークラブ　桟宗利様

先週は急な仕事でニコニコのみで失礼致しました。 本日改めて

父の葬儀への中央ロータリークラブの皆様のご厚志への御礼に

伺いました。 本当にありがとうございました。

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　道添昭仁様

ハウステンボス佐世保ＲＣより参りました道添です。 よろしくお願

い致します。八重野先輩、ベンチャーズバンドまた誘って下さい。

大久保厚司会長、浅野訓一副会長、本田実幹事

夏休みも終わろうとしていますが、 日曜ごとに天気が悪く、 子供

達の外で遊ぶ声が聞こえてきませんでした。 本日は、 新入会員

卓話の予定でしたが、 変更させて頂き副幹事の糸瀬君にお願

い致しました。 皆さん、 申し訳ございません。

四元清安ＳＡＡ、馬場貴博親睦活動委員長

昨日の親睦活動委員会には多数出席ありがとうございました。

又、 会長から出して頂いた 「伊勢えび」、 大変おいしくいただき

ました。 次回もよろしくお願い致します。

嘉村大輔君

　８月１０日で４６才になりました。 お祝いありがとうございました。

■ 会 員 卓 話 ■

前田眞澄 中央会幹事

　本年度第１回通算１１４回の中央会を９月７日 （日）、 ハウステン

ボスカントリークラブで行います。 今回過去２年分の実績をベース

に新ハンディを設定しています。 それと昨年度、 取り切り戦が雨で

順延となっておりましたので、 今回合わせて行います。

　　 佐世保西ロータリークラブ

９月１６日 （火） 休会　定款第６条第１節により

　　 ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

９月１６日 （火） １２：３０→１８：３０～

川棚町　「酒菜 谷」　　夜の例会のため

　
２． 来　　信

・ガバナー事務所

　「福島にこらんしょ！」 リーフレット

　 地区名簿

　 ９月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝１０２円

　 ロータリーの友事務所より情報提供のお願い

・佐世保ＲＣ，佐世保南ＲＣ，佐世保西ＲＣ

　 クラブ現況、 活動計画及び報告書　
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