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会長 染谷 義一 

 
皆さんこんにちは。ご

出席いただき大変ありが
とうございます。そして
Zoom でご参加いただい
ている皆さんもありがと
うございます。 
本日は大宮ロータリー

クラブ  進藤会長  竹内
幹事、そして、岩槻ロー
タリークラブ 出山会長 鈴木幹事、大宮北
ロータリークラブ 伊藤会長 金幹事、よう
こそお越しいただきました。後ほどご挨拶を
頂戴したいと存じます。 
本日の例会で行われます９月の誕生日お祝

いですが、30 日に林 正パスト会長が米寿のお
祝いとなります。そして 22 日には新藤耕四郎
パスト会長が傘寿のお祝いとなります。この
後、お二方にはお言葉を頂戴したいと思いま
す。どうぞ宜しくお願い致します。 
コロナが与える経済への影響は計り知れな

いものが有ります。もしかしますと、今年よ
り来年の方がもっと厳しくなるかもしれませ
んが、このような時だからこそ、互いに情報
交換をし、ロータリアン同士が力を合わせ
て、何とかこの厳しい状況を乗り切って行け
ればと思っています。そういった意味からも
本日の例会主題は「コロナ禍の日本と埼玉の
経済見通し」と題して、ぶぎん地域経済研究
所の土田専務様からお話しを頂き、少しでも
会員の皆様のお役に立てることができれば幸
いです。 
どうぞ会員の皆様におかれましては、ご健

康に一層のご留意を頂いてロータリーライフ
を送って頂きたいと思います。 
以上、挨拶とさせていただきます。ありが

とうございました。 

 
 
 

 
【本日のリーダー】 
 
竹ノ谷 純宏 会員 

 
 
 
 
 

幹事 荒井 理人 
皆様こんにちは。地区より９月、
10 月に行われる、部門のセミナ
ー案内が来ております。担当委
員会の委員長、副委員長様は出
席を宜しくお願いします。また、
メンバーの方も出席出来ます
ので、是非ご参加くださいます

よう宜しくお願いします。セミナーは、ズーム
での開催になっております。今月のロータリー
レートは、106 円となっております。本日もよ
ろしくお願いします。 

 
 
 

■㈱ぶぎん地域経済研究所 専務取締役  
土田 浩 様  

■大宮ロータリークラブ   
会長 進藤 博司 様・幹事 竹内 裕司 様 

■岩槻ロータリークラブ   
会長 出山 知宏 様・幹事 鈴木 真樹 様 

■大宮北ロータリークラブ  
会長 伊藤 健善 様・幹事  金 福漢 様 

 
 
 
 
 
■米山記念奨学生 ディルバ・サレマン さん

会 長 挨 拶 ロータリーの目的・四つのテスト 

幹 事 報 告 

お客様・米山記念奨学生 ご紹介   

mailto:west@rc-omiya-west.com


 

 
 
 

■大宮ロータリークラブ   
会長 進藤 博司 様 
幹事 竹内 裕司 様 

「染谷会長は実力はもとより
対応力もある会長です。安心
してついていけるのではないでしょうか。お互い
に力を合わせてやっていきたいと思います。」 

■岩槻ロータリークラブ   
会長 出山 知宏 様 
幹事 鈴木 真樹 様 

「私が幹事をしていた年、大宮
西ロータリークラブの幹事は染

谷会長でした。そして今年度は一緒に会長を務め
るということで、大変縁があります。お互い情報
交換しながらこの一年乗り切っていきたいと思
います。」 
■大宮北ロータリークラブ  

会長 伊藤 健善 様 
幹事 金 福漢 様 

「今年度はコロナウイルスの
せいで例年通りの活動がかな
いませんが、現在の状況を機会の扉ととらえ、大
宮西ロータリークラブの活動に学びながら、クラ
ブの活動を活性化していきたいと思います。」 
 
 
 

 
米山記念奨学生  
ディルバ・サレマン さん 
 

円谷会員より 
奨学金支給 

 
 
 

 
 
 
瀬戸本 一雄(5 日)、川村 郁夫(12 日)、内山 泰
成(18 日)、永井 伸剛(18 日)、松本 有祐(19
日)、新藤 耕四郎(22 日)、山田 修(25 日)、坂本
哲朗(25 日)、配島 信恵(26 日)、藤池 誠治(29
日)、林 正(30 日)  各会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
林 正 会員（米寿） 

誕生日祝をいただきありがとうございます。小
木曽年度の２/６（木）には米寿のお祝をして下さ
り、また本日は誕生日のお祝をいただき、厚くお
礼申し上げます。 

37 才でロータリークラブに入会させて頂き 51

年目に入りました。数々のロー
タリー活動を通して沢山の経
験をさせて頂きました。異業種
の会員さんと知り合えたこと
は私にとって大きな財産です。 

今年は新型コロナウイルス
感染症のために大変な年にな

りましたが、皆様健康に留意して乗り切りましょ
う。本日はありがとうございました。 
 
新藤 耕四郎 会員（傘寿） 

誕生日祝を本当にありがとうご
ざいます。ちょうど４回目の成人式
になりました。 

昭和 52 年に入会し、こちらは成
人式を２回と数年、過ごしたことに
なります。私の人生、大半がロータリーにお世話
になったことになります。今後も健康に留意して
ロータリー活動を頑張って参りたいので、お付き
合いよろしくお願いします。 

 
 
 

 
 

コロナ禍の日本と 
埼玉の経済見通し 

 
株式会社 

ぶぎん地域経済研究所 

専務取締役/チーフエコノミスト 

         土田 浩 様 
 
１．埼玉企業の現状 
・2020 年 4～6 月期の 
ＢＳＩは、リーマンショック並みまで急落。 
先行きも更に悪化を予測 

・飲食業…休業、外出自粛要請の影響から悪化 
・製造業…海外需要減少 
 
２．日本経済の見通し 

四半期経済予測（5 月） 
① 21 年度の戻りは限定的 
② 21 年度の外需の戻りが小さい 
←最近、中国、ＩＴ関連には明るさも 

（ただし、米中摩擦は心配材料） 
・「回復」という言葉遣いに注意！ 
今回の戻りは、通常と違って「低稼働率での営
業再開、雇用・設備などへの波及はない、いず
れ頭打ちに」 
・ペントアップ需要（本来買うはずだったのだ
が、タイミングが遅れて今買う、といった需
要）→ 一過性の面も 
 
３．今後の県内企業の注目点 
（1）自動車産業のコロナ発生後の需要予測 
20～22 年平均の対 19 年比は、元々▲５%と想定
されていたがコロナ発生後では▲15%に下振れ。 

お 客 様 ご 挨 拶    

卓  話 
 

米山記念奨学金支給 及び 近況報告 

誕 生 日 祝 ９月 

ご 挨 拶 



 

（2）リテールビジネス 
新しい生活様式の行方（テレワークの浸透度合
い等）に注目。 
※テレワークと住居 

本年 4 月以降、住替えを検討する者が大幅に
増加、郊外物件が注目されている。 

 
（参考） 
住みたい街として人気上昇中のさいたま市 
 
◆「首都圏の住みたい街ランキング」で大宮は
４位（2019 年、2020 年） 
・市民の満足度も上昇 
・若い世代が転入、20 代と 30 代で転入者の６
割を占める 

◆さいたま市躍進の背景 
①東京都心部への交通利便性が向上 
②割安感 
③子供の教育環境を重視 
（公立学校の質が評価、 

子供の自己肯定感が高い） 
④個人の情報収集力の向上 
→脱ブランド志向・ 
自分で価値を見出す「無印良県」 

◆さいたま市の人気の特徴点 
・利便性、施設、防犯・防災、医療・教育とい
った生活環境の面が評価 

◆今後人気が高まる可能性 
・大宮での再開発事業（起爆剤として期待） 
・新陳代謝が活発な土地柄（移住者に寛容） 
◆ 魅力を高めるための課題 
≪ブランド力がない≫ 

・市民発の地域活動を盛り上げる 
・待機児童の件など、転入増で高まる行政ニー
ズに応える 

◆コロナ禍を契機とした住みたい街の変化 
・住み替え需要（６歳以下の子持ち既婚家庭） 
・テレワークの定着度次第では、郊外物件の人
気が高まる期待 

地域の人口増→地域の活力になる 
 ＝子育て世代の流入は魅力である。 
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