
 
 
 
 
 
 
 

第 1412 回例会 17 年 8月 29 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘          会長 塩崎博司 

２．ロータリーソング      「手に手つないで」 
３．ゲスト紹介 
   第 2640 地区 ＩＭ2 組 ガバナー補佐 
                 竹腰 勉 様 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 50 名 出席免除会員 2名 

  出席率 74.63％ 前回修正出席率 80.60％ 

 

５．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
皆さん今日は。心配

した台風１２号もそれ

てくれまして被害無く

雨の恵みを頂きました。

朝夕は少し涼しくなり

ましたが、残暑はまだ

きびしいです。 
 さて、先週の例会時

にお配りいたしました

今年次のクラブ活動計

画書、立派に出来上がりましたこと皆様に厚く御礼申

し上げます。これについて、少し振り返ってみますと、

５月８日に全日空ゲートタワーホテルにて、地区協議

会が行われ、クラブより会長幹事を含め、８部門の委

員長が出席し、２００５年次～２００６年次のＲＩテ

ーマ「超我の奉仕」、並びに平尾ガバナーエレクト及

び地区方針の提示がなされ、協議いたしました。地区

の方針が決まったことにより、我がクラブの委員長名

簿を作成し５月３０日の例会時に発表致しました。こ

れを受けて、６月の初例会には委員会別座席とし、委

員会の初顔合わせを致しました。６月１０日クラブ活

動計画書作成に当たり、クラブ協議会を開催し、ガバ

ナー補佐の竹腰様ご出席の上、ご助言頂き、協議致し

ました。以後の６月の例会は委員会別座席とし、私の

会長方針発表、委員会協議の場とし、６月末原稿締め

切り、８月２９日発行にてこの冊子が出来上がったの

です。原稿をまとめて頂いた橋本さん、印刷の宮田さ

ん、その他これに関わって頂きました皆様に重ねてお

礼申し上げます。 

本日は例会終了後ガバナー補佐の竹腰様をお迎えし、

クラブ協議会を開催致しますので、各委員長さん宜し

くお願い致します。 
 
６．幹事報告 

○メーキャップ 

・海南西ＲＣ 

  塩崎博司君 木地義和君 山畑弥生君 8/25 

・岩出ＲＣ   吉田昌生君       8/25 

・りんくう泉佐野ＲＣ 

平尾寧章君 林 孝次郎君      8/27 

○例会臨時変更 

 海南ＲＣ  8 月 31 日（水）→8 月 27 日（土） 
18:30～  ロイヤルパインズホテル 
「ガーデンプール」プールサイドにて 

 打田ＲＣ  9 月 8 日（木）→9 月 7 日（水） 
12:30～ 粉河ふるさとセンター 

（ガバナー公式訪問・３クラブ合同例会） 
岩出ＲＣ  9 月 8 日（木）→9 月 7 日（水） 

12:30～ 粉河ふるさとセンター 
（ガバナー公式訪問・３クラブ合同例会） 

 
７．ガバナー卓話   ガバナー補佐 竹腰 勉 様 

みなさん今日は。ロータ

リー歴の浅い私は大先輩の

皆さんの前で卓話をさせて

頂くことに大変プレッシャ

ーを感じております。私は

皆さんにお話し出来ること

は、私自身が体験し、感じ

て来た戦後の混乱期から今

日までの日本の経済動向と

社会の変革をおぼろげに記

憶している事を簡単に検証しながらお話することで

ご勘弁頂きたいと思います。 
終戦を迎えた年は、私は小学校五年の頃で戦争は体

験しておりませんが、戦時中の食糧不足の苦労を体験

し、戦後の混乱時代を目にして育った人間です。私は

学校生活を終え社会の第一歩を踏み出して初めて職

業に就いたのは昭和３２年、つまり１９５７年でした。

その頃は社会も安定して、経済は民間の設備投資が活

発で景気も着実に上昇局面に入り、この年の中頃には
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景気もピークに達していたと思います。しかしその後、

一時期景気が後退するも翌年の１９５８年中頃から

再び景気は回復を初め、この好況は１９６１年まで続

き、「岩戸景気」と呼ばれた時期でした。ちょうどこ

の頃の１９６０年に池田内閣が成立して「国民所得倍

増計画」がされて、池田首相の「働かざる者は麦飯を

食え」といった言葉は今でも鮮明に記憶しています。

この頃より我が国経済は高度成長時代に突入するこ

とになり、その後１９６４年に東京オリンピックの開

催、また新幹線の開通等、公共投資を中心に建設投資

が活況を帯び、日本は急激に発展いたしました。とこ

ろで最近「団塊の世代」についてよく聞きますが団塊

の世代と云いますと、作家の堺屋太一さんが付けもの

で、終戦直後の昭和２２年～２４年に生まれた人達の

世代です。この３年間の出生児は８００万人で日本全

人口の約６％ですが、戦争とモノ不足を知らない最初

の日本人で、この世代の人達が加年化し、成長してい

くことで日本の経済動向と社会構造が大きく変革し

ていくのであります。いよいよ１９６６～６８年にな

ると終戦直後に生まれた「団塊の世代」の人達が学校

生活を終え社会に出て働くようになると自分の収入

で自家用車を持てる年齢になり、この頃から自動車社

会が始まり、そして間もなく結婚適齢期を迎えること

で結婚ブームの到来で平安閣や玉姫殿といった結婚

式場が建設されました。その後更にその旁々が加年成

長することで１９７３～７５年になると収入も安定

したことで個人住宅の購入が始まり、その頃から住宅

ブームが突入するのであります。一軒の住宅が建つこ

とで電気製品や家具装飾品等が必要になることによ

って個人消費が急激に拡大したのであります。その頃

の１９７０年は「いざなぎ景気」と呼んでいた時期で

した。その後の日本経済は谷あり山ありの経済循環が

続き、１９７７～８年にオイルショックで卸売物価の

高騰等で景気が下降に転じた。しかし又、１９８６年

頃には田中角栄の「日本列島改造論」で土地が急上昇

の局面に入り、１９８９年には株価も最高値を付ける

等、バブル期を迎え、好景気で日本国民が浮かれまし

た。その頃は団塊の世代の人達も経済的にも余裕が出

来てゴルフや釣り、旅行等の趣味を持つようになり、

レジャーブームをわき起こしました。このようなバブ

ル景気は１９９１年まで続きましたがまだ記憶に新

しいところであります。その後は公共事業の削減等、

政策運営は引き締め基調に転換されて景気が後退を

初め、バブルが崩壊し、土地や株価が下落して今日に

至っているのです。現代は「団塊の世代」の人達はそ

ろそろ６０歳近くになるにつれて、園芸とペットに趣

味を持つ旁々が少なくなく、園芸ブームとペットブー

ムの始まりだそうです。又これから２００７～９年に

はいよいよ６０歳になり、定年退職を迎えることでそ

の退職金は７兆円とも云われていますが、その退職金

を巡って各金融機関の争奪戦が始まったとも云われ

ています。何より問題になるのはその世代の人達が退

職することで各企業の人材不足が生じると云うこと

だそうです。すでに雇用対策として６０歳の再雇用を

実施の方向で検討している企業があると聞いており

ます。いわゆる２００７年問題であります。それでは

今後の日本はＩＴ時代や情報化時代と社会構造が大

きく変革する一方で、２～４年後に退職される「団塊

の世代」の方達の今後の市場のニーズは何でしょうか。

やはり福祉、医療の問題ではないでしょうか。 
最後に私は縁あってロータリーに入れて頂いたの

は私達のクラブ創立した１３年前でした。ロータリー

の事は何も知らない私に、あるロータリアンの先輩は

「奉仕は光り輝く貴重な存在である、人間として社会

生活に常に奉仕の理想を持ち続け、友を広げて実行す

ることが大切です」と教えられました。そのことを教

えられてから私のロータリー感が変わったと思いま

す。そして何よりもロータリーへ入れて頂いて良かっ

たと思ったことは、奉仕の理念とその共通の志を持つ

友達が出来たことであります。有り難うございました。 
 
８．次回例会 

第 1413 回例会 平成１７年９月５日（月） 
12：30～ 海南商工会議所４F 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
新垣 勝君  インターアクトの例会に出席しました。 
吉田昌生君  岩出ＲＣで卓話してきまして、地区大

会のＰＲもしてきました。 
楠部賢計君  平尾ガバナーと林くんとで竹中大臣

に面談してきました。 
塩崎博司君  計画書できましてありがとうござい

ました。竹腰様ようこそおいで下さい

ました。 
木地義和君  竹腰ガバナー補佐様。本日よろしくお

願い致します。 
山畑弥生君   〃 
花畑重靖君  本日、１時より、緑化センターで花の

写真コンテストの審査員を１人でし

ていますので欠席致します。テレビ放

映もあります。岩井さんよろしくお願

いします。 
寺下 卓君  ２６日のＩＤＭありがとうございま

した。宇恵さんお世話になりました。 
宮田貞三君  大会行事関係のＩＤＭで貴重な情報

ありがとうございました。 
山名正一君  竹腰様ご苦労さまです。 
塚本義信君  久し振りに前の席に座らせていただ

きます。 
口井健司君  ８／２０の分です。 
竹腰 勉様  本日よろしくお願いします。 

 
2005 年 10 月 22 日（土）～23 日（日） 
みんなの力で「成功させよう！地区大会」

会報委員会 委員長 山野 明 副委員長 上野山雅也  嶌村佳郎 吉田昌生 山東剛一 柳生享男 


