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第2309 回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 菊地 賀治 会長
皆 さんこんにちは。一 週 間ぶりの
例会となります。３月９日に開催され
た、山 形南RCクールジャパン山 形 を
語るpart10では皆様のご理解のもと
開催出来ました。稲村委員長 大 変お
疲れ様でした。
山形県内・山形市内の新 型コロナ
ウイルス 感 染 者も大 分 落ち着き、さ
あこれから最 終例 会まで、中身の濃
い例会運営を考えていた矢先でした。皆様もご存知の通り、
３月18日から感 染 者が２桁となり、21日には31名の 感
染者が出ました。少し調べてみました。直近1週間10万人
当たりの新規感染者数山形県全体：10.34（全国ワース
ト５位）山形市は30.66となっています。非常に高い数
字です。県と山形市は昨日、独自の緊急事態宣言を発表
しました。内容は……山形市：注意・警戒レベル 最高レ
ベル の５（非常事 態）村山地 域 でレベル４（特 別 警 戒）
県全体はレベル３（警戒）期間は来月11日までで、山形
市内全域で不 要 不急の 外出の自粛を求めていますので、
皆さん十二分にご注意下さい。これだけ感染者が急増し
ていますので、仕方ない事だと思いますが非常に残念です。
今月の12日、姉妹クラブの中津ロータリークラブさんと
リモートで打合せを実施しました。当クラブからは私と鉄
幹事が参加し、中津ロータリークラブさんからは末永会

会長挨拶

幹事報告
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昨日の山形県・山形市の緊急事態宣言にともない、本日は、急
遽、時短例会と致します。食事の提供は中止いたしました。お弁
当をお持ち帰りください。
皆様のご理解に御礼申し上げます。
２. 来週の例会は、計画通り、定款に基づき休会となります。
３. 例会終了後、臨時理事会を開催し来月の例会について協議致し
ます。改めて皆様にご案内申し上げます。

2021 ３／ 23（火）天気（曇り）
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長と山本幹事が参加されました。内容は、お互いの上期
クラブ運営状況や直近のクラブ運営状況等を話しました。
打合せの中で再度、南クラブからリモートを利用した合同
例会開催を話させて頂き、中津ロータリークラブさんか
らも快く了解をして頂きました。５月末辺りで、お互い調
整しアルコールなしの昼合同例会を実施する事で調整に入
ります。詳細が決定次第、姉妹クラブ委員長から報告が
あると思いますのでその際には宜しくお願いします。因み
に、中津ロータリークラブさんでは、最終例会からアルコー
ル解禁との事でした。合同例会開催に伴い、予告もかね
両会長がリモートでお互いの例会に参加する試みを実施
します。これからとても楽しみです。
中津の話題でもう一点、向笠記念公園が区画整理にか
かり、別の場所へ 移動する事になったとの事です。４月
28日に、向笠公園のお披露目例会が中津市長を交えて開
催されるとの事でした。中津ロータリークラブの末永会
長からは、コロナで山形にお伺い出来ませんが、また会
える日を楽しみにしていますとメッセージがありました事
をお伝え致します。
本日は、堀さん の 会 員 時 短卓 話となります。堀さん、
後程宜しくお願いします。最後になりますが、皆さん、何
とか！感染しないで下さい！次回の例会では元気にお会い
しましょう！我々はいつもと変わらず手洗い、うがいの励
行をお願いします。宜しくお願いします。
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篤君 下の娘が県立高校に合格しました。先日、PETSに参加し、
年度スタートいたしました。よろしくお願いいたします。
直天君 PETS研修行ってきました。次年度宜しくお願いいたします。
安信君 チェリーランドに新しくオープンするカフェを各
メディアに取り上げていただきました。
和夫君 右目の白内障の手術成功しました。
一好君 妻の誕生日にお花ありがとうございました。

会員卓話

荘内銀行の現状と
荘内銀行の現状と

最近の金融情勢
最近の金融情勢
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私は今年度７月から当クラブに入会させていただき、約
９か月が経過いたしました。本日は、会員卓話ということ
で、甚だ恐縮でございますが、ご指名でございますので、
お時間を頂戴したいと存じます。資料はお手元のペーパー
にてお願い申し上げます。本日のテーマは、
「最近の金融
情勢について」とさせていただいております。
みなさんご存知の通り、2016年２月、約５年前から日
銀主導によるマイナス金利政策がスタートしてから、今日
まで金融情勢ががらりと変化してきました。ゼロ金利とい
うことで、当時より徐々に金利が下降し続け、現在の普通
預金金利は0.00１％、定期預金金利は0.00２％です。貸
金も低金利ですが、預金利息を皆様に還元できる状況に
ありません。例えば、１億円を１年間定期預金をしていた
だいても、2,000円（税引後約1,600円）の利息となって
おります。現 在 では、日経 平均 株 価がご存じのとおり、
29,000円〜30,000円台と高い水準で推移しておりま
す。金融緩和に伴う、だぶついている資金を、投資家が株
に投資している状況です。そして、最近では円からドルへ
資金シフトがみられ円安へ、それに輪をかけてコロナウイ
ルスもまだ終息しておらず、実態の経済は、不況の状況と
言わざるを得ません。株価につきましては、あくまでも私
の主観でございますが、現在1.7％程度であるアメリカの
長期金利（10年国債）が２％に近付くにつれ、日本株から
アメリカの国債等にシフトすることが予想されます。
（い
や、現在シフトしております。）また、東京オリンピックの
インフラ整備も再継続され、不動産投資も再燃し、株から
不動産へ投資シフトにより、株価は下降することが予想さ
れます。よって、新聞紙上では、アメリカの株暴落が生じた
場合、日経平均株価の下落の懸念材料ともささやかれて
おります。このような状況下でもあり、銀行も収益確保の

臨時理事会報告
【承認事項】
１． 山形県・山形市共同緊急事態宣言（R３.22〜R３.４.11）
を受け４月の例会等について協議し、次の通り承認された。
・４/ ６ ㈫ 休会（緊急事態宣言に伴い）
・４/13 ㈫ 緊急対策は４/11までとなっているので、状況を見
極め実施の可否を改めて判断する
・４/20 ㈫ 時短例会
・４/27 ㈫ 計画通り休会
２． 菊地会長より先日実施した中津RC会長・幹事様とのオン
ラインミーティングの報告があった後、５月後半にオンラ
インで合同例会（昼）を開催する案が承認された。
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ため、業務の効率化を進めざるを得ず、インターネットバ
ンキングの推進や非接触対応、店舗統廃合などの動きが
加速化しております。
そのような状況の中、当行におきましては日々お客様に
対し何が できるか、ということを第一義に考えておりま
す。当行では、昨年４月より第４次中期経営計画、３か年
計画をスタートしております。今月３月で、初年度がまもな
く終了となります。そして、お手元の新聞記事にもありま
す通り、大きなテーマとしては、
「法人個人営業一体化」と
いうことで、法人取引を基本に、そのオーナーの個人取引
も充実させるお手伝いということで、日々営業活動を行っ
ております。また、店舗の統廃合も進めておりまして、経
費削減とともに経営の合理化を図っております。私が、現
在の県庁前支店に赴任する前に勤務しておりました、２枚
の写真の下の長岡支店も昨年の年末前に跡形もなく解体
され、次の利用者へ譲渡しております。そして、先程も若
干申しあげましたが、現在の金融情勢では、預貸金利ザヤ
はほとんど取れない状況です。そこで、銀行は何で収益を
確保するかと考えた場合、各手数料収入とまず、思いつく
かと思われますが、それも含めまして、法人と個人のお客
様にお役に立つこと、お客様に何ができるかを考え、長期
的視野に立ち、お客様のニーズに応えて行き、夢の実現を
一緒に成し遂げることで、結果的に最終的に、一定の収益
を得、お客様とウインウインの関係になることが理想とし
ております。例えば、商品を売りたい先、買いたい先の企
業同士をつなげていく、いわゆるマッチングと呼ばれてい
るものです。当行では、全国の金融機関とネット上で繋が
り、売買ニーズを互いの企業が個別に交渉するシステムも
稼働しております。そして、事業承継や事業計画の実現、
また大きく言えばM＆A、そして、事業承継者への結婚相
手、パートナーの紹介など、多岐にわたるお手伝いをさせ
ていただいております。そこで、ここにいらっしゃいます皆
様方におかれましても、各金融機関とのお取引があろうか
と思いますが、今後の計画をお持ちでしたら、ぜひ当行に
ご相談いただきたいと存じます。私の県庁前支店は、県庁
関連と個人取引中心の店舗ですが、市内には、法人営業
推進部隊が揃っており、フットワーク良くスピーディーに
対応させていただきます。
以上が、当行の現状と最近の金融情勢でございました。

◇４月 の 記 念 日 ◇
会員誕生日

佐藤 直人 君・齋藤
佐々木啓充 君・川合
神﨑 祐子 君・金子
結婚記念日 渡辺
崇 君・長沢
那須 尚平 君・熊谷
奥様ご主人誕生日 河井 直天 君・稲村
佐藤 直人 君・金森
企業創立記念日 中村
篤 君・鈴木
菊川
明 君・遠藤
鈴木 宏之 君・長沢
寺﨑 利彦 君

伸治 君・寺﨑 利彦 君
賢助 君・遠藤 幸司 君
靖二 君
一好 君・金田 亮一 君
昌和 君
佳宏 君・間木野仁美 君
正耕 君
利明 君・齋藤 伸治 君
幸司 君・神﨑 祐子 君
一好 君・渡辺
崇君

出 席 率
95.56％
鈴木

政康

※本日の結果は２週間後に報告

※修正は２週間前の結果報告
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