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四つのテスト
　言行はこれに照らしてから
１　真実かどうか
２　みんなに公平か
３　好意と友情を深めるか
４　みんなのためになるかどうか

会員卓話
RC　土居　義人

　10月末以降日本経済に３つのサプライズが
ありました。
　①黒田日銀の追加緩和。次の金融政策決定
会合（11/18）は７−９月期GDP速報値発表
直後のため、追加緩和するなら今回でないと

「市場に催促された」形になってしまう。更に、
10/28 − 29米国FOMCでのQE３終了直後だっ
た。こうしたスケジュールと黒田日銀の意図
を読めていれば、予想可能だったと反省してま
す。但し、足許はともかく長い目で見た場合、
異次元緩和の副作用は心配です。
　②増税延期と解散総選挙。＜１−３月期の
設備投資が予想外に強かったのは、再生エネ
ルギー、WindowsXP終了の法人PC需要など
一過性のものだった。同じく国内駆込み需要
が強く輸出に回らなかった分、輸出が４月以
降は伸びると予想されていたが期待ほどでな
かった。個人消費のうち増税後４・５月も健
闘していた外食産業が６月から急速に悪化し
た。12月中旬の予定だった増税の最終決定が、

「早期解散なら野党は準備ができていない」
との政治的思惑で早まった｡ ＞などの見込違
いが重なった結果ですが、少子高齢化などで
足腰の弱った日本経済にとって３％の消費増
税は思った以上に重荷だったので、再増税に
耐えられる筈がなく増税見送りは正しい判断
だと言えます。
　③GDFショック。11/7の７−９月期GDP一
次速報値は大方の予想を裏切って▲1.6％と
大きなマイナスでした。２四半期連続マイナ
ス成長は定義上「景気後退局面」となります
が、本当にそうでしょうか？　実はGDPの構
成項目のうち「在庫投資（１−３月期▲2.0％、
４−６月期＋4.8％）」の▲2.6％がなければ、
全体は＋1.0％程度だったことになります。こ
の「在庫調整」の正体は何か？　近頃の日本
経済で良くわからない事があれば、自動車産
業を疑ってみます。自動車では駆込み需要の
３月末に納車が間に合わず４月以降に消費増
税分をオマケして納車という話が聞かれまし
た。１−３月期に在庫の積み増しが間に合わ
ず４−６月期に遅れて増えるのですが、これ
は注文通りにさばける一方で、その後は生産

を絞った為、在庫調整が一気に進んだという
具合です。円安で沸いている自動車産業だが、
ピークだった2007年と違って、設備はそのま
までも団塊の世代や日系ブラジル人が居なく
なり、昔ほどの供給力がなくなっているのか
もしれません。駆込み需要が来ることがわ
かっているのに生産を間に合わせることがで
きなかった。・・・とすれば、「景気後退」と
殊更騒ぐ必要はありません。実際、月毎の鉱
工業生産は９月・10月と２ケ月連続上昇して
おり、11月・12月の生産予測指数もプラスで
すから、２−８月のミニ景気後退が終わり９
月より回復していると言えそうです。
　では、９月から回復した景気はいつまで？
景気循環論のジュグラーサイクル（10年程度
の周期の設備投資循環）は、 2012年谷→2017
年山→2021年谷と推定されています。オリン
ピックへ向けた長期の景気上昇局面で、2017
年あたりに注意が必要と言えそうです。その
頃までに異次元緩和を脱出していないと、景
気後退に対して打つ手がないという事態に陥
りかねないことは不安材料です。
　I M Fが10月に公表した世界成長率見通し
では、2014年3.3％→2015年3.8％へ成長加速
を予想しています。牽引役は先進国特に米国
が2.2％→3.1％。一方、世界的に緩和的な金
融政策は続き、中央銀行の資産規模は日欧拡
大、米国横ばい（縮小ではありません）です。
目先的にはスピード違反気味の日本株式・ド
ル円相場ですが、更に加えて日銀のETF購入、
GPIFなどの運用資金の流れも手伝って、中
期的に株は上がりやすく、ドル高円安になり
やすい流れは続きそうです。（注、IMF見通
しは１月に改定されています・・・世界全体
は下方修正、アメリカー人勝ちの様相）
　原油価格など気がかりな材料はいくつかあ
りますが、来年一番注意が必要と思うのはロ
シアの動向です。ロシアは既に来年のGDPを
マイナス成長と予測していますが、国民に対
して「冬支度をしなさい」と言っている感じ
です。何をするかわかりませんが（ロシア発
の「○○危機」？）、ロシアの動向には注意
が必要です。
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3 月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕

２月例会の一コマ

３日　11：30　第９回定例理事役員会
　　　12：30　例会（2987）クラブの日
　　　　　　 卓話　日本経済新聞社　大阪本社
　　　　　　 販売局第三部　田中秀幸氏

10日　12：30　例会（2988）
　　　　　　 卓話　奥　隆善氏

17日　18：30　例会（2989）
　　　　　　 上野・上野東ロータリークラブ合同例会
　　　　　　 於　ヒルホテルサンピア伊賀

24日　12：30　例会（2990）
　　　　　　 卓話　（一社）三重県猟友会　会長　内田克宏氏

31日　18：30　夜間例会（2991）
　　　　　　 クラブ管理委員会担当

◎少年野球教室
　３月21日（祝）　野球教室　13時30分～
　於　上野運動公園野球場（雨天時　西小学校体育館） 

◎会長エレクト研修セミナー
　３月14日（土）　10時30分点鐘
　於　鈴鹿サーキット　ホスピタリティラウンジ

◎ギア倶楽部３月例会
　（上野・上野東合同例会）について
　３月17日（火）　於　ルート25ゴルフクラブ

◎３月生まれの会員
　９日 左橋　佳三君　９日 山森　　博君
　９日 堀川　一成君　12日 別所　泰広君
　28日 福田　豊治君
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▲ギア倶楽部１月例会優勝　余野部君（2/3） ▲卓話　国際奉仕小委員長　山下君（2/3）

▲卓話　三重大学人文学部准教授　藤本久司氏（2/10）

▲卓話　伊賀市産業振興部長　尾登　誠氏（2/17） ▲卓話　（一社）伊賀上野観光協会専務理事　稲垣八尺氏（2/24）



山下　雅一

今岡　睦之

桃井　房夫

余野部　猛

山口　　隆

別所　泰広

福田　豊治

澤野　周勇

廣澤　浩一

井本　治見

山本　禎昭
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　2015年の羊年は、元旦の夕方から降りだし
た雪で名阪国道が大混乱になった事件で始ま
りました。今年は戦後70年であり、阪神淡路
大震災から20年という節目の年でもあります。
　当クラブも1954年（昭和29年）に発足して
から今年で61年目となり、この６月には3000
回の例会を迎えます。
　このようななか、去る１月13日にホテルサ
ンピア伊賀において創立記念例会を開催しま
した。数名の欠席がありましたが、ほぼ全員
出席で婦人方も７名が出席していただき、皆
様の協力により和やかな記念例会を開催する
ことができました。
　例会は２部構成でおこない、第１部は、例
会での歌唱指導をお願いしている桂、左橋両
先生にミニコンサートをおこなっていただ
き、最後には正月の歌を全員で合唱し会場を
盛り上げていただきました。続いて第２部で
は、事務局をお願いしている川崎さんの流暢
な司会のもと全員でビンゴゲームを行い、更
に会場を盛り上げていただきました。
　女性には２枚のビンゴ用紙を配り確立を倍
にしましたが、果たして鹿野社長が選んだ特
選商品（限定20名）にありつけたでしょうか？
　新年早々福が来た方は、おめでとうござい
ます。
　最後に、来年の創立記念例会にも全員が元
気で参加できることを祈念して又拙文のお許
しを願って創立記念例会の報告とさせていた
だきます。

創立記念例会
クラブ管理委員長兼親睦委員長　山口　隆　

上野RCギア倶楽部２月例会成績表
2015年２月19日　於：榊原温泉ゴルフクラブ
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　 ニアピン
　 余野部　猛、澤野周勇、廣澤浩一、今岡睦之
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第2983回　27.2.3　曇り
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　94.28％　欠席者=神戸・
稲濱の２君。②前々回の修正　91.42％　メークアップ=
宮田・神戸・丸山（上野東）の３君。
�誕生日祝い：吉岡・余野部・桃井・左橋（ソング）の
４君。
�会長報告：＊新会員候補、３月から入会をしていた
だきたい。会員37名でスタート２名純増になります。
＊６月までに40名になればと思います。
�幹事報告：＊前期会計の承認。＊少年野球予算と内
容の承認。＊親睦家族会予算の承認。＊新入会員の承認。
＊国際大会サンパウロで開催。詳細は事務局まで。＊
２月例会予定について。＊ロータリーレート２月118円。
＊例会変更の件。
�委員会報告：＊青少年奉仕委員長より、少年野球教
室（3/21）開催について。＊親睦小委員長より、春の家
族会4/6の月曜日に決定。松竹座の「かぐや姫」をメイ
ンとした家族会。＊ギア倶楽部より　１月例会優勝　余
野部君。
�ロータリーの友読みどころ：福増君。
�木津会頭より：上野商工会議所主催の婚活（3/7）につ
いて。
�ニコBOX：福増（国際奉仕小委員長の山下さん、卓話
よろしくお願いします）、吉岡・桃井・余野部（誕生日
を自祝して）の各君。
�卓話：クラブの日

会員卓話　国際奉仕小委員長　山下雅一君
「国際奉仕について」

第2984回　27.2.10　晴れ
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「我等の生業」、「幸せなら手をたたこう」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：三重大学人文学部　准教授　藤本久司氏
�出席報告：①本日の出席率　86.11％　欠席者=宮田・
土居・山下・町野・木津の５君。②前々回の修正　
93.33％　メークアップ=宮田（亀山）、市川（津北）の２君。
�会長報告：＊本日の卓話について。＊伊賀地区で元
気があるのは島ヶ原地区です。＊島ヶ原地区のお祭り
について。
�幹事報告：＊伊賀青年会議所新年会のお礼について。
＊ロータリー財団の領収書について。＊新会員の面接
を例会終了後に行います。
�委員会報告：山口クラブ管理委員長より　春の親睦
家族会の案内について。
�ニコBOX：中村・小坂・山口（藤本准教授、ようこそ
お越しくださいました。本日は卓話よろしくお願いし
ます）、市川（藤本先生、いつもお世話になっています。
本日は卓話よろしくお願いします）、余野部（ギア倶楽
部の月例会　優勝を自祝して）、福田（たびたびの欠席、
申し訳ありませんでした）、山森（早退のお詫び）の各君。
�卓話：三重大学人文学部　准教授　藤本久司氏
　　　　「多文化社会を生きるために」

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

第2985回　27.2.17　雨
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「日も風も星も」、「知床旅情」
�ビジターズ：恒岡弘二（上野東）の１君。
�ゲスト：伊賀市産業振興部長　尾登　誠氏
�出席報告：①本日の出席率　91.42％　欠席者=本城、
山本、土居の３君。②前々回の修正　100％　メークアッ
プ=神戸（亀山）、稲濱（名張）の２君。
�会長報告：＊野球リンクスの総会に参加した。本年

（3/21）の少年野球教室の準備よろしく。＊伊賀市の観
光行政について尾登部長にお話し頂きます。
�幹事報告：＊川向新入会員（3/3の第１例会に入会式）。
＊例会変更について。
�委員会報告：＊社会奉仕小委員長　久米川クリーンウォー
キング（3/7）9：00～12：00メイク扱いになります。＊
出席小委員長　７月～２月までの出席状況について
チェックして下さい。
�ニコBOX：恒岡（上野東）（度々お世話になります）、
中村・小坂（尾登部長、本日の卓話よろしくお願いしま
す）・石橋・木津・廣澤（尾登部長ようこそおいで下さ
いました。本日の卓話よろしくお願いします）、市川（尾
登まこっちゃん、ようこそお越し下さいました。本日
の卓話よろしくお願いします）、丸山（尾登誠伊賀市産
業振興部長の来訪を祝して）、吉岡（今年明けても、変
わらずよくお越しになられる恒岡様、どうぞごゆっく
り）、岡本（リングスのみなさん、有難うございました）、
稲濱・別所（早退のお詫び）、粟辻（先週早退のお詫び）、
町野（先週欠席のお詫び）の各君。
�卓話：伊賀市産業振興部長　尾登　誠氏

第2986回　27.2.24　晴れ
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「それでこそロータリー」、「なごり雪」
�ビジターズ：葛原（上野東）の１君。
�ゲスト：（一社）伊賀上野観光協会専務理事　
　　　　　稲垣八尺氏
�出席報告：①本日の出席率　94.44％　欠席者=山下・
木津の２君。②前々回の修正　88.88％　メークアップ
=木津（上野東）の１君。
�会長報告：＊春霞と思っていたら、黄砂。＊3/14に
北陸新幹線が開通します。昨年の今頃、高岡は元気で
あったが、新幹線の開通することでもっと元気になっ
ている。＊「伊賀上野への観光客の集客について」稲
垣専務理事の卓話よろしくお願いします。
�幹事報告：＊3/17の合同例会の出欠を回しますので
よろしくお願いします。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：葛原（上野東）（お世話になります）、中村・
小坂・鹿野・廣澤・鉃﨑・山口（観光協会 稲垣専務を
お迎えして、本日の卓話よろしくお願いします）、鉃﨑

（観光協会 稲垣専務様、いつもお世話になっています。
本日の卓話よろしくお願いします）、岡本（稲垣専務、
公私共にお世話になります。本日よろしくお願いしま
す）、山本・本城・福田（早退のお詫び）、土居（例会欠
席のお詫び）の各君。
�卓話：（一社）伊賀上野観光協会専務理事　稲垣八尺氏
　　　　「伊賀上野のインバウンドについて」


