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そして本日は、ロータリーの友の解説で
す。榎本委員長にもパレスホテルまでお越
しを頂き解説をお願い致しました。後ほど
宜しくお願い致します。
大変厳しい環境下でありますが、どんな
時でも会員皆様の関係維持に努めてまいり
たいと思っておりま
す。結びつきを絶や
すことのないよう努
めてまいりますの
で、会員皆様に於か
れましても、引き続
き、ご協力頂きます
ことをお願いして、
会長挨拶とさせてい
ただきます。ありが
とうございました。

お客様ご紹介
会長 染谷 義一
皆さんお元気にしておりますでしょう
か？ Zoom のダウンロードは上手くでき
ましたでしょうか？
２度目の緊急事態宣言が発令されました
ので、今例会から２月いっぱいまでオンラ
イン例会とさせていただきました。
日常生活におかれましては、十分な感染対
策をして油断せずにお過ごしください。
さて本日の例会主題ですが、ぶぎん地域
経済研究所の土田専務にお越しをいただ
き、毎年恒例の経済見通しについて卓話を
頂きます。
未曽有の事態の中、今後の経済をどう予
測するのか、不確実なものを模索するのは
大変難しいことでありますが、多くのデー
タから予測を頂ければと思います。
引き続き会員皆様のお役に立つ例会を開
催してまいりますのでお楽しみくださいま
せ。
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皆さまこんにちは。
先程、会長からご案
内がありましたと
おり、当会は２月い
っぱいまで Zoom に
よる例会となりま
す。
２月１日及び８日
は、近況報告例会と
なっており、このコ
ロナ禍で何か困っていること、報告事項が
ありましたら、発表していただ
き、仲間の中で共有し解決できればと思っ
ております。こちらは、現在発表していた
だく方を募集しております。困りごとのあ
る方、または報告したいことがある方は、
担当部門委員長までお願いします。
また、次回例会ですが、イニシエーショ
ンスピーチです。１月 25 日、12 時から 13
時まで Zoom での開催となっております。
役員の方は、13 時より役員会議がござい
ます。こちらも、Zoom にて行いますので宜
しくお願いします。
本日も宜しくお願いします。

ロータリーの友

解説

雑誌・会報委員長
榎本 貞寿
■横組み
P.３ RI
会長ホルガークナー
ク メッセージ
長期戦略について
考えることは大切
P.７～17
特集 職業奉仕月間
あなたがつくってい
るものは 「私のプライド その仕事」
P.18 きみちゃんと歩こう
高田高校仏青 IAC「コロナ禍で落ち込むお
年寄りを励ましたい」
P.20 東京 RC 創立 100 周年
P.36 私たちの行動計画
優先事項 「参加者の積極的なかかわりを
促す」
P.44 台北国際大会 台湾を食べつくす
P.45 ロータリー財団管理委員長メッセー
ジ「美しい環境を子供たちに残そう」
■縦組み
P.４ 人財活性なくして事業継承なし
(株)船橋屋代表取締役 渡辺雅司 氏
P.９ この人訪ねて
㈱八幡屋磯五郎の室賀栄助氏
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コロナ下の
経済情勢と
今後の希望

平成以降の景気の推移
・緊急事態宣言時（2020 年４～５月）には、
リーマンショック時と同じくらい落ち込ん
だ
・コロナ以前 2018 年 10 月に景気はピーク
アウト
・2020 年後半 予想より上がってきた
理由
・IT 関係が絶好調（DX、半導体）
・中国が予想以上に早く戻した

日本の今後の経済見通し
・基本シナリオは「ｒ」。前向きの循環メカ
ニズム（生産増→雇用・所得増→消費増→
生産増）が働かず、回復ペースはスローダ
ウン
・リスクシナリオは、「ｈ」。雇用不安が広
がれば、消費が落ち込む。コロナ再拡大も
あり、リスクシナリオに要注意。

リーマンショックとは違う
コロナ特有の事情
コロナは対面型サービスを直撃
・労働集約的で生産性が低い（賃金が低い）
・非正規雇用など経済弱者が多い
リーマンは投資家などを直撃
今回は、弱者に対して厳しいという深刻な
状況

世界の経済成長率見通し
（ＯＥＣＤ、2020 年 12 月）
中国が 2020 年プラス成長
米国は 2021 年で取り返す
ヨーロッパも２年で戻す
日本は 2022 年では戻らないだろう

☆もう少し長い、これからの話

二つの流れ
① ＜40 年来＞
新自由主義、グローバリズムのトレンド。
規制緩和、市場経済（強者の戦略）の行
き過ぎ。
② ＜近年＞

埼玉県の景気動向
（全国と同じ動き）

自国第一主義、保護的政策（弱者の戦略）。
地域経済もこれと同じ。
コロナで一段と、グローバルサプライチ
ェーンの危機、仲間内での助け合い、大
きな政府など、これが加速。
デジタル化、
ＧＡＦＡ（一極集中化、超国家）との綱
引きになる。

・巣ごもり消費
スーパー、家電量販店が 2020 年２月から伸
びている（全国に比べプラス）
・（心配）自動車業界
半導体が足らずかなりの減産に→
自動車の減産→半導体メーカーが自動車以
外を優先した
自動車業界、素材関連には暗い影

おわりに
☆新規分野に期待
・DX の急成長
・カーボンニュートラル宣言
米中日の環境対策が
動き出す
（菅総理「2050 年脱炭
素社会」、米国バイデ
ン次期大統領）

上の画像のほかにも zoom で参加して
くださった皆様、
ありがとうございました。

zoom 例会の開催にご協力いただいた
。
皆様、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

