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例 会 第１４８１回 通常例会/小杉苑 

ソング 我らの生業、もみじ ：ソングリーダー 阿井誠君 

■ 会 長 挨 拶          樽󠄀井勉君 

みなさん、こんにちは。 

  本日は、大和証券静岡支店の竹内支店長と渡辺

様をお招きして「日・米経済情勢」を卓話して頂

きます。竹内さんは、大学サッカー部出身の静岡

東ロータリークラブ会員です。後ほど、楽しいお

話が聞けると思います。 

  昨日、訃報が届きました。漆畑君の奥様がお亡

くなりになりました。２０１４年のＲＣ宮古島親

睦旅行で、漆畑夫婦が海岸沿いを楽し気に歩いて

いる所へお邪魔して３人で歩かせてもらいまし

た。人懐っこい笑顔の明るい奥様でした。以後、

同伴例会、夜間例会で仲睦まじい夫婦と歓談した

のが良い想い出です。お悔やみ申し上げます。 

さて、先週の例会で「３０年以上１００％例会

出席」の表彰をしました。考えてみますと、これ

は凄い事です。私は、２８年目の在籍ですが１０

０%出席は、コロナ禍での、いわゆる「偽装１０

０％出席」の２年間だけです。残りの２５年間は

「不良会員」でした。そこで、この凄い会員の皆

様に、会長樽井勉の「ボジョレーヌーボー飲みま

賞」という会長賞を贈ります。今、贈呈しますの

で、これで会長挨拶とさせていただきます。 

■ 出 席 報 告          桑原茂君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

43／50 86％ 43／50 86％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○池ヶ谷君○漆畑君○数野君○川口君○中村君 

○若林君  内山君 

(２)メークアップ者  

飯田敏之君（奉仕作業）内山淑夫君（地区大会） 

漆畑雄一郎君（RLI）中山恵喜君（藤枝） 

早川清人君（藤枝）渡邊博文君（奉仕作業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボジョレーヌーボー飲みま賞 
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■ 外 部 卓 話                

大和証券㈱静岡支店支店長 竹内竜也様 

大和証券静岡

支店長の竹内で

す。現在静岡東

RC で活動してお

ります。よろし

くお願いいたし

ます。私はいわ

ゆる転勤族。父

親も転勤族。幼少の頃から今日に至るまで西日

本を、回遊するような人生を送ってきました。

1972 年佐賀生まれですが、父親の転勤ですぐ、

関西に引っ越し。大学卒業後、大和証券入社。

勤務地は九州・関西・東京京。支店長になって

からは、八王子・岡山そして静岡。生まれてこ

こまで、静岡含めると 14 回引っ越しをしまし

た。4 年に一回の計算。趣味はサッカー・麻雀・

ルービックキューブ。 

本日のセミナーの骨子は右記の通りです。年

始からの株式市場の動き、米消費者物価指数の

解説、金融政策の今後の行方、米インフレピー

クアウトの予感、米中間選挙後の株式マーケッ

トのアノマリー（経験則）、共産党大会閉幕後の

中国マーケットの見通し、日本株の見通し等、

大和証券セミナー資料に元づいて解説。 

次に、失われた 30 年といわれる、1990 年以

降の、日本経済の衰退状況について解説。具体

的には「日本の世界 GDP シェア 30 年で 3 分の

一に」「東証株価シェアも 30 年で 4 分の一に」

「世界の時価総額トップ 20 の変遷においては激

しい凋落」「日本の競争力ランキングも 64 か国

中 30 位前後」「女性活躍状況（ジェンダー指

数）も現状最下位レベル」「世界の大学ランキン

グにおいても東大 36 位京大 61 位」「高等教育

（大学）進学率も現状 52％と、低水準」「一人当

たり名目 GDP1990 年比 150％水準。世界は 2～

3 倍」「名目賃金 1990 年比較横ばい。世界は 2～

3 倍」「社員エンゲージメント調査：やる気のあ

る社員比率 6％、残り 94％はあまりやる気ない

＋全くやる気ない」「エンゲージメント調査：今

の生活に対しては、92％が満足している」  

うんざりするほど、さえない日本国のデータ、

ただこれが現実。国力、競争力の劣化を認めつ

つも、意外に、現状に満足している人が多いの

も、事実。今の日本は、「茹でガエル」なのか、

それとも、 ブータンのように、「新しい価値観

（幸福度）」を目指しているのか、それとも、日

本はこの 150 年の間二度、幕末、終戦後と、あ

る意味、どん底から這い上がってきました。二

度あることは三度ある、「日本復活」が、はたし

てあるのか。ただ一つ言えること、それは、国

においても、地域経済においても、主要プレイ

ヤーは、団塊世代ジュニアにあたる、50 歳前後

我々の世代になりつつあると思います。どうし

たら地域・日本に貢献できるのか、失われた 30

年という表現が、40 年、50 年と表現されないた

めにも、どこかで、歯止めをかけないと、いけ

ないような気もします。今日、皆様にお伝えし

たかった事の一つですが、もう一つお伝えした

いこと、インフレ。 

1960 年来 60 年間、1960 年以降の 30 年間は

物価上昇時代（上昇率は年平均 5.2％）。1991 年

12 月の、ソビエト連邦の崩壊をきっかけに以降

は、物価安定（年平均 2.2％）の時代へ。物価上

昇時代の特徴は、第二次世界大戦以降、朝鮮戦

争・ベトナム戦争からはじまり、東西冷戦。サ

プライチェーンが寸断され、代理戦争的な地域

紛争・2 度の石油危機に代表される資源の奪い合

い・軍事の膨張が頻繁に起きた時代。物価安定

時代の特徴は、グローバリゼーション。それは

「市場の統合」を意味する。特徴的な例として

物価の安定。比較的、高学歴な人材を有する韓

国、アセアン、中国、メキシコといった国々の

労働力を、安いコストで、西側が、特にアメリ

カが活用。これが実は、賃金の安定・物価の安

定につながったんですね。それが、パンデミッ

ク・ロシアウクライナ紛争をきっかけに、30 年

ぶりに、分断の時代に突入。対立軸としては、・

米中対立・資源国対無資源国の対立・核保有国

対核非保有国の対立等、様々。加えて、今後は 

物価の“粘着質なインフレ”時代が到来。踏まえて

我々はどうやって生きていくのか 

最後に、冒頭申し上げましたが、私はサッカー

が大好きです。大学体育会サッカー部出身です。

サッカー小僧でした。ということで、支店の経費

使って、藤枝 MyFC のスポンサーとなりました。

藤枝 MyFC は来年、2 部昇格がほぼ確実。おめで

とうございます。藤枝 MyFC のさらなる飛躍と、

藤枝エリアの益々の盛り上がりと、本日お集りの

皆様の、益々のご活躍を願いまして、セミナーを

終わりと、させていただきます。ご清聴、ありが

とうございました。 
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■ 今週の一言         加藤智之君 

私の好物です

が、酒、筋トレ、

料理とか、あん

な事とか・・あ

んな事とか・・

ですが、今回は、

最近はまって

いる事を紹介

致します。サッカーの指導者をやっていますが、

小学校の低学年を担当している今は、すごく楽し

く週に 4～5 日サッカーに明け暮れる毎日です。5

年ほど前にＤ級ライセンスを取得して、現在 3 か

月間に渡りＣ級ライセンスの取得講習を受けて

いる程、はまっています。何がはまっているかと

言うと、試合の振り返りや、練習のテーマ、また

は修正点で緊張感いっぱいで話している時にで

も、全く関係のない話を突然しだしたりして、ま

るで珍獣を扱っている感じであります。そんな子

供達の成長が目に見えるときが凄く嬉しくて、最

近の私の好物になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／杉山君) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

11/25(金) 

第 1482回 
早朝例会  

12/2(金)  

第 1483 回 
クラブ年次総会 理事会 

12/9(金) 

第 1484回 
会員卓話 小杉苑 

12/16（金) 

第 1485回 
外部卓話 小杉苑 

７月 ８月 ９月 10月

累計 累計 累計 累計

準備数 201 81 171 130

提供数 198 77 169 129

食事残 3 4 2 1

達成率 98.5% 95.1% 98.8% 99.2%

例

会

時

食

事

月

45 39 48

44 39 47

1 0 1

97.8% 100% 97.9

11月18日11月4日 11月11日

パーフェクト例会 

欠席者は事前連絡をお願いします 


