
今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊事業所開設
　今井銀河君（25日）

＊会員誕生日
　黒栁告芳君（18日）
　栗原良幸君（19日）

＊夫人誕生日
　髙橋朋浩君（えりか夫人15日）
　髙橋　宏君（美穂夫人20日）

＊結婚記念日
　栗原良幸君（20日）

点鐘　…滝澤　勇会長

斉唱　…奉仕の理想

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・2020-21年度派遣　青少年交換学生募集
・インターアクト年次大会登録のお願い

2019年11月23日（土）10：00 ～
会場　神奈川県立弥栄高等学校

・新会員の集い（会員増強・維持セミナー）のご案内
2019年12月7日（土）14：00 ～ 20：00
藤沢商工会館ミナパーク　6階

幹事報告

◎例会変更
・大和ＲＣ

10月15日（火）→　取止め例会（祝日週）
10月22日（火）→　取止め例会（祝日）
11月12日（火）→　振替休会

11/9．10やまと産業フェアに振替
12月10日（火）→　振替休会

12/8交通事故撲滅大作戦に振替
12月17日（火）→　振替休会

12/15クリスマス例会に振替
12月31日（火）→　取止め例会

・大和中ＲＣ
10月24日（木）→　10/20（日）地区大会に振替
11月7日（木）→　夜間移動例会
11月14日（木）→　移動例会の振替休会
12月12日（木）→　12/8移動例会に振替

12月19日（木）→　夜間移動例会（クリスマス家
族例会）

12月26日（木）→　年末休会

委員会報告

◎職業奉仕委員会 委員長 黄金井陽介君
移動例会について

スマイル

滝澤　勇会長・和田勝美幹事
高橋孝道会員、本日の卓話どうぞよろしくお願いし
ます。

黒栁告芳君
誕生日のお祝いありがとうございます。

中和信治君
昨日は2780地区ゴルフ大会に参加し、250人中3位に
入賞しました。一緒に参加した小林先輩は45位と振る
わず…名誉のために報告として私とはグロスで2打差
でしたが新ペリアハンデに恵まれずの結果でした。来
年は厚木クラブから多数の参加して優勝を狙いましょ
う。又本日所用により早退します。

壽永純昭君
誕生日祝のＷ受賞です。本日妻の誕生日、6日先は小
生の誕生日。共に白髪の生えるまでが現実の事として
感謝する日々です。これからも皆様にお世話になりま
す。

石村哲也君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

黄金井陽介君
今年も例年通り仕込みがスタートし、11月上旬には

第2857回例会（10月8日）☆司会　建部卓也 副SAA

今日の例会（2019年 10月 15日）

「職業奉仕・親睦合同例会（移動例会）」
担当：職業奉仕委員長 黄金井陽介君

親睦活動委員長 中和信治君

次回の例会（2019年 10月 29日）

「未定」
担当：福原譲二君
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新米新酒「しぼりたて盛升（さかります）」が出来あが
ります。そこで、今年の初物をはじめ、盛升商品のご
紹介の場を企画し、お手元にご案内を配らせて頂き
ました。どうぞよろしくお願いします。

畑中雄太君
嫁さんの誕生日をすっかり忘れており、お祝いに名
前があり助かりました。例会後にプレゼント考えま
す。

今井銀河君
事業所開設祝いありがとうございます。

芳澤　渉君
本日午後来客予定があるため早退させて頂きます。

森住　等君
本日早退させていただきます。

今日のお花

秋明菊（滝澤　勇会長）
石榴（壽永純昭君）

例会　「『人生100年時代』到来　貴方の大切なお金はどうしますか」

担当：高橋孝道君

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

2019年10月8日

「⼈⽣１００年時代」到来。貴⽅の⼤切なおカネどうします

2巻末の注意事項をご参照ください。

実は、細胞学的には、⼈間は120歳程度まで⽣存可能らしい

⼈類最⻑⽣存記録︓ 仏 ジャンヌ・カルマンさん（122歳と164⽇） 1997年没
【ご参考】 ⽇本の最⾼齢記録︓⽥島なび（117歳と260⽇、⿅児島県、2018年没）

＋

【細胞分裂の仕組み】

DNAの端の部分を 『テロメア』 と呼び、ＤＮＡが複製される毎にのりしろ部分として短くなる。

DNA複製（細胞分裂）の都度、『テロメア』 は短くなり、⼀定⽔準まで短くなると
DNA複製は出来なくなる。…新陳代謝の低下・⽼化現象

DNA複製（細胞分裂）は有限
≒ ⽣命の限界値

カリフォルニア⼤ ブラックバーン教授
グレイダー教授 が「テロメア」発⾒

ハーバード⼤ ゾスタック教授
⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 2009年ノーベル医学賞受賞

細胞分裂のスピードなどから、
⽇本シティジャーナルやBBCで⼈間の寿命は元々120歳
あると報道されている模様。
医学の進歩により⽣命の限界値に近づきつつある しかし、テロメラーゼが発⾒される︕

細胞分裂の都度
のりしろ部分が短くなる

（出所:各種報道よりSMBC⽇興証券作成)

1巻末の注意事項をご参照ください。

本当に「⼈⽣１００年時代」は来るのか︖

1995年推計

2015年推計

60歳 80歳 85歳 90歳 95歳 100歳

78.1％ 64.9％
46.4％

25.3％
8.8％

67.7％
50.0％

30.6％
14.1％ ー％

60歳の⼈のうち、それぞれの年齢まで⽣存する⼈の割合

（注︓割合は、総計時点の推計による将来⼈⼝との⽐較）
（出所︓⾦融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「⾼齢者に於ける資産形成・管理」よりSMBC⽇興証券作成）

（未公表）

4分の1が95歳まで⽣存予測︕

（出所︓総務省、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所よりSMBC⽇興証券作成）
※将来データは、平成29年推計

（千⼈） （千⼈）

2047年 年齢⼈⼝ピラミッド（予測）2007年 年齢⼈⼝ピラミッド

3巻末の注意事項をご参照ください。

テロメラーゼ（＝テロメアを回復させ、伸ばそうと働く酵素）が⼈⽣を⻑くする

細胞にストレスがかかることで、テロメアは加速度的に短くなる

ストレスフリーが⼤切

軽い有酸素運動 バランスのとれた⾷事

1⽇7時間程度の睡眠 ⼈とのつながり

ブラックバーン教授が挙げている「テロメアを伸ばす⽅法」

テロメラーゼが活性化し、テロメアを伸ばそうと働く

※ テロメラーゼの活性化によって、ショウジョウバエ
で寿命を約30%、線⾍で寿命を約50%伸
ばすことが出来たと、マサチューセッツ⼯科⼤学
のガレンツ教授が検証したとされています。

⽇本⼈⼥性の平均寿命 87.14歳
×1.3倍 ＝113.28歳
×1.5倍 ＝130.71歳

⽇本⼈男性の平均寿命 80.98歳
×1.3倍 ＝105.27歳
×1.5倍 ＝121.47歳

（出所:各種報道よりSMBC⽇興証券作成)
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4巻末の注意事項をご参照ください。

⼈⽣100年の⽣活を⼀考 〜定年後の⽣活が最も重要〜

幼少期幼少期 ⼩学校⼩学校 ⼤学・⼤学院⼤学・⼤学院 働く時代働く時代 定年後定年後中学・⾼校中学・⾼校

【学び時間】
5時間授業/⽇

宿題 1時間/⽇

×20⽇間 /⽉
×10か⽉ /年
×6年間

＝＞ 7,200時間

【学び時間】
6時間授業/⽇

宿題 2時間/⽇

×20⽇間 /⽉
×10か⽉ /年
× 6年間

＝＞ 9,600時間

【学び時間】
6時間授業/⽇

ゼミ・研究 2時間/⽇

×20⽇間 /⽉
× 9か⽉ /年
× 4年間

＝＞ 5,760時間

【働く時間】
基本就労 8時間/⽇
残業等 1時間/⽇
通勤 2時間/⽇

×20⽇間 /⽉
×12か⽉ /年
×43年間
(22〜65歳）

＝＞ 113,520時間

【⾃由な時間】
睡眠時間 8時間/⽇
⾷事 1時間/毎

⇒24時間ー8時間
－3時間（朝・昼・夜）
＝ 13時間/⽇

×30⽇間 /⽉
×12か⽉ /年
×34年間
(66〜100歳）

＝＞ 159,120時間

学びの時間の合計 22,560時間 働く時間 113,520時間
⽼後の⾃由な時間

159,120時間

【今後徐々に、⽣き⽅のパラダイムシフトが起きる】

ライフプラン1.0 ライフプラン2.0 ライフプラン3.0

幼少期・成⻑の期間

終⾝
雇⽤ 専業主婦

年⾦⽣活

幼少期・成⻑の期間

共働き
⽣涯未婚等

⾃由ライフスタイル

年⾦⽣活

幼少期・成⻑の期間

⾃由ライフスタイル
労働・学習

働く期間や⽼後の時間が⻑期化

年

齢

（出所︓SMBC⽇興証券作成）

年

齢

年

齢

6巻末の注意事項をご参照ください。

充実したセカンドライフの実現のためには…

１．可能な限り働く１．可能な限り働く ２．節約する２．節約する

３．資産に働いてもらう３．資産に働いてもらう

何歳まで働きます(働きました)か? その年齢まで働く(働いた)理由は?

（出所︓内閣府 ⽼後の⽣活設計と公的年⾦に関する世論調査より、SMBC⽇興証券作成）

（※61歳以上のみを集計）

（出所︓⾦融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「⾼齢社会における資産形成・管理」）

高齢者支出額は、１０歳毎に２割も節約されている
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（万円）

（出所︓ＳＭＢＣ⽇興証券作成）

物価上昇は寝ているカネを目減りさせる
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（出所︓東証、BloombergよりＳＭＢＣ⽇興証券作成）

リスクを取ってリターンを狙う積極的運用で資産（カネ）に働いてもらう必要

8巻末の注意事項をご参照ください。

降⽔確率が何%なら、傘を持って出掛けようと思いますか?

降水確率にかかわら

ず、常に傘を持ち歩い

ている

14.6%

降水確率30％以

上なら、傘を持っ

て出掛ける

18.9%

天気予報の気象予報

士のアドバイスによって

判断する

5.4%

降水確率50％以上な

ら、傘を持って出掛ける

38.7%

出掛ける際に雨が降っ

ていなければ持ってい

かない

6.7%

降水確率70％以上な

ら、傘を持って出掛ける

13.2%

降水確率にかかわら

ず、傘を持って出掛け

ない

1.3%

その他

1.2%

濡れるリスクを「ゼロ」に抑えたい 14.6％

少しくらいなら、濡れるリスクを取る 63.0％

積極的に濡れても構わないと
リスク取る 21.2％

Ｑ︓降⽔確率が何％以上なら、傘を持って出掛けようと思いますか（対象︓20代~70代以上の3436名）

（出所︓株式会社プラネット 意識調査『From プラネット』よりSMBC⽇興証券作成）

10巻末の注意事項をご参照ください。

証券投資は⼊⼝(買いのタイミング)を間違えると出⼝(売却のチャンス)がない︕

株

価

年 ⽉

「出⼝」すなわち、売却のチャンスは
⻑く確保することが出来る

「⼊⼝」すなわち、買いのタイミングが良ければ・・・

「出⼝」すなわち、
売却のチャンスはあっても短い

⼊⼝(買いのタイミング)を間違えると
出⼝(売却のチャンス)がなくなる︕

（出所:ＳＭＢＣ⽇興証券作成）

5巻末の注意事項をご参照ください。

約15万時間の定年後の時間の充実には…2,000万円が⾜りないらしい

（出所:⾦融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「⾼齢社会に於ける資産形成・管理」よりＳＭＢＣ⽇興証券作成）

 実収⼊ 20万9,198円 / 実⽀出 26万3,718円の差額 ＝ 5万4,520円が毎⽉不⾜する計算
 5万4,520円×12か⽉×34年間（66〜100歳）＝ 2,224万4,160円が⾜りない ⇒  ⾼齢夫婦平均純貯蓄額 2,484万円でカバー

対象は⾼齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯）

7巻末の注意事項をご参照ください。

超低⾦利の世の中、⾦利での資産利殖には無理がある

金利をX%とした場合、72÷X ≒ 資産がおおよそ2倍になるまでの期間（年）金利をX%とした場合、72÷X ≒ 資産がおおよそ2倍になるまでの期間（年）

72の法則

1980年頃のゆうちょ銀⾏（当時は郵便貯⾦）の定額貯⾦（3年超）の⾦利は

1年目 100.0万円 × 1.07 ＝ 107.0万円
2年目 107.0万円 × 1.07 ＝ 114.5万円
3年目 114.5万円 × 1.07 ＝ 122.5万円
4年目 122.5万円 × 1.07 ＝ 131.1万円
5年目 131.1万円 × 1.07 ＝ 140.3万円
6年目 140.3万円 × 1.07 ＝ 150.1万円
7年目 150.1万円 × 1.07 ＝ 160.6万円
8年目 160.6万円 × 1.07 ＝ 171.8万円
9年目 171.8万円 × 1.07 ＝ 183.8万円
10年目 183.8万円 × 1.07 ＝ 196.7万円

仮に、7%複利で10年間運⽤した場合

※ ⽬下のメガバンクの定期預⾦（3年超）の⾦利は0.01%

資産がおおよそ2倍になるまでの期間は 72 ÷ 0.01 ＝7,200年︕
（出所︓メガバンクのHP等よりＳＭＢＣ⽇興証券作成）

72 ÷ 7 ＝
約7%

10.28 10.28年で資産はおおよそ２倍になる

9巻末の注意事項をご参照ください。

現預金（預け金含む）

53.4%

債券

1.3%

保険・年金

28.5%

受益証券

4.0%

株式

10.9%

その他

1.9%

個人金融資産
2018年1Q末
約1,829兆円

しかし、資産運⽤の世界ではリスク回避⾊が強すぎる

損失が出るリスクを
「ゼロ」に抑えたい 83.2％

少しなら、リスクを取る
4.0％

積極的にリスク取る
10.9％

（出所︓⽇本銀⾏資⾦循環統計よりSMBC⽇興証券作成）

11巻末の注意事項をご参照ください。

積⽴投資だって、⼊⼝は⼤事︕ 結局は、継続こそが⼒なり。

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000
(円)

（注︓パフォーマンス試算は、当該期間に於いて⽇経平均を毎⽉⽉末値の価格で1万円ずつ購⼊した場合のデータ。⼩数点以下、万円以下切り捨て。データは19/8⽉末時点）
（出所︓BloombergよりSMBC⽇興証券作成）

①1982年から
10年間毎⽉
積み⽴て投資

② リーマンショック（2009年）
から毎⽉積み⽴て投資

③ ITバブル（ 2000年）から
10年間毎⽉積み⽴て投資

④1982年から
20年間毎⽉
積み⽴て投資

⑤ 90年以降、毎⽉積み⽴て投資

⑥ ずーっと(1982年〜)
毎⽉積み⽴て投資

451万円→653万円
（＋45.0％）
451万円→653万円
（＋45.0％）

356万円→470万円
（＋32.1％）
356万円→470万円
（＋32.1％）

240万円→159万円
（▲33.7％）
240万円→159万円
（▲33.7％）

120万円→105万円
（▲11.7％）
120万円→105万円
（▲11.7％）

127万円→197万円
（＋55.6％）

127万円→197万円
（＋55.6％）

120万円→184万円
（＋53.5％）

120万円→184万円
（＋53.5％）

出席報告　＜会員40名、出席対象36名＞

9 月 24 日例会　　確定出席率 94.87％ 10 月 8 日例会　　出席 30 名　欠席 6 名　出席率 83.33％
＜事後メイク＞
　黄金井陽介君（9月27日／厚木県央RC）
　中和信治君（10月7日／地区大会ゴルフ）

＜欠席＞
　会田義明君・栗原良幸君・西迫　哲君・早嵜慶一郎君
　米山尚登君・丸田隆弘君


