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会員卓話 SPEECH
30年で変わった
 日本を取り巻く世界情勢
大和証券いわき支店長

村 田 祐

二

会員

きょうは貴重なお時間をいただき
ありがとうございます。私は大阪府
門真市の出身です。門真市はパナソ
ニックの町で、父はパナソニックに
勤務していました。学生時代まで大阪で過ごし、社
会人になって東京に出て、今春、いわきに来ました。
私の趣味はゴルフとサーフィンで、個人的にも恵ま
れた異動でした。ゴルフでは入社３年目の苦い思い
出があります。いわゆる接待ゴルフに、何も知らな
い私はＴシャツでいって上司に𠮟られ、ゴルフ場で
ポロシャツを買いました。ボールはロストボールを
山ほど買っていきましたが、これもゴルフ場で新し
いボールにしました。クラブは友だちからの借り物
で、スタートホールでナイスショットと思った瞬間、
クラブヘッドが遠くに飛んでいきました。みんなに
唖然とされました。その後しばらくはゴルフをしま
せんでしたが、ようやく腕も上がってきたところで
いわき勤務になりましたので、最高の場所と思って
います。現在単身赴任中ですが、はじめは月に３回
ぐらい帰ろうと思っていましたが、それが月２回に
なり、今では帰らなくてもいいかなぁと思うほど、
いわきの生活が楽しくなってきました。
さて、日本を取り巻く世界情勢の推移を見ていた
だきます。日本の人口は 2008 アウトし、インドはも
う少し後です。ところが世界の人口は増え続け、現
在 77 億の人口が、2030 年には 85 億人、2050 年には
100 億人近くになるそうです。このとき、アフリカの
人口は 50 億人になり、世界の人口の半分がアフリカ
にいることになります。先進国で唯一人口が増え続
けるのがアメリカです。アメリカは移民政策で、人
口３億 3000 万人のうちの 15％ほどを移民が占めてい

2019～2020年度
国際ロータリーのテーマ

ます。
高齢化率は、日本は現在 28％ぐらいですが、2050
年頃には 37 ～ 38％になるそうです。どこの国、も
高齢化率が高まりますが、比較的アメリカは上昇曲
線が緩やかです。ちょっと興味があって調べました
が、世帯主が 65 歳以上の世帯は、2015 年で福島県が
38％、全国は 36％。2040 年には全国が 44％、福島が
51.2％になるそうです。福島は半分以上の世帯主が高
齢世帯になると言うことです。
金融資産について見てみます。日本の場合、資産
の半分以上が現金か預貯金です。これがアメリカに
なると、ほとんどが有価証券です。国民性の違いで
しょうか。アメリカはお金を稼ぐことが成功の証、
アメリカンドリームなのです。株価を見ると、1988
年を 100 としたとき、2018 年、日本は 93、アメリカ
は 981、世界平均は 465 です。日本とアメリカでは
30 年で 10 倍もの開きができました。アメリカ人は、
株日本人は損するから買わないということのようで
す。企業の時価総額ランキングでは 1989 年、日本の
企業が上位を占めていました。30 年後、上位 50 位ま
でに入っているのはトヨタだけです。今や世界一の
アメリカを中国が追う構図になっています。30 年前
はリゲインの CM にあったように、24 時間闘う日本
のサラリーマンだったものが、今は価値観が変わり、
そういう企業はブラックと呼ばれます。現在はプラッ
トホーム提供の会社が世界をけん引しています。
主要国の GDP を見れば、日本の伸びが鈍化してい
るのに対し、米国企業は順調に伸び続け、それを中
国が追っています。経済の発展には産業の革命が不
可欠で、現在は第４次産業革命の時代。IoT やビッグ
データー、AI が発展しています。先日海外旅行をし
ましたが、入国審査のスムーズさに驚きました。AI
で簡単に認証できるんですね。いずれ、ゴルフの時
にはプレーヤーの実力や健康状態を AI が判断して、
使うクラブを決めてくれるときが来るかもしれませ
ん。
日本のネガティブな話をしてきましたが、日本の
魅力は心の豊かさです。いわきでは鳥のさえずりや
虫の声も聞こえます。いわきの生活を楽しみ、みな
さんにロータリーの精神をご教示いただきながら勉
強していきたいと思います。

「ロータリーは世界をつなぐ」
ROTARY CONNECTS THE WORLD

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆ロータリー財団委員会（村田祐二副委員長）
越智正典さん、飯野光世さん、八幡恭朗さん、有
賀行秀さん、清水和政さん、山﨑慶一さん。

司会：佐々木幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我等の生業）
・
四つのテスト（池田直彦会員）〕



池田直彦会員

★ 結婚祝

★ 誕生祝

以上６件

◆米山記念奨学会委員会（関口武司委員長）
飯野光世さん、八幡恭朗さん、山﨑慶一さん、有
賀行秀さん、鈴木弘康さん、関口武司さん、大久保
以上７件
健蔵さん。

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）
清水 和政さん

池田 直彦さん

（９月18日）

（９月２日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
今週月曜日に台風 15 号がいわき市
に接近しました。みなさんのお宅で
は被害はなかったでしょうか。千葉
県では未だに 30 万世帯が停電して
いるそうです。一刻も早い復旧を祈
ります。災害がある度に 2011 年の
東日本大震災を思い起こします。しかしながら、す
ぐに忘れてしまうものでもあります。非常用のグッ
ズなどこうした機会にいま一度チェックしてみてく
ださい。
さて、きょうは何の日ですが、大きなことはない
日のようです。私事ですが、昨年９月 12 日は、舌
がんの手術を終えて無事退院した日でした。その後
３カ月に一度検査を受けていますが、今のところ無
事で元気にやっております。今後ともよろしくお願
いします。

♥阿部弘行さん（村田さん卓話よろしくお願いしま
す）♥佐々木貢一さん（村田祐二さん卓話よろしく
お願いいたします）♥池田直彦さん（誕生日祝あり
がとうございます）♥清水和政さん（本日、卓話宜
しくお願いします。結婚祝ありがとうございます）
♥飯野光世さん（やぶさめ無事終了しました。あり
がとうございます）♥鈴木弘康さん（米山奨学生と
ともに米山記念館へ行って来ました。いい経験をさ
せていただきました。ありがとうございました）♥
大久保健蔵さん（村田さん卓話よろしくお願いいた
します）♥関口武司さん（村田さん、卓話宜しくお
願い致します）♥村田祐二さん（本日、卓話よろし
くお願い致します）♥渡邉博之さん（本日も、よろ
しくお願い致します）♥八幡恭朗さん（村田さん卓
話よろしくお願いします）♥直江雅也さん（村田さ
ん本日卓話よろしくお願いします。楽しみにしてい
ます）♥鈴木雄大さん（本日早退いたします。村田
支店長、卓話を最後まで聞けないで申しわけござい
ません）♥有賀行秀さん（早退します）♥新妻純男
さん（一昨日ゴルフコンペで準優勝いたしました）
♥黒須幸雄さん（神田松之丞さんチケットの件で、
五十嵐さんお世話様でした。村田さん卓話よろしく
お願いします）♥郡二三子さん（台風が通りすぎ又
以上17件
むし暑いですね。村田さん卓話宜しく）

◆幹 事 報 告
⃝いわき勿来 RC より会報が届きました。
⃝ 2018―2019 年度地区運営等に関するアンケート
調査報告書が届きました。

委員会報告・会員報告
◆出席委員会（渡邉博之委員長）
例会日
９月 12 日

基本会員数 出席者
51 名

28 名

メーキャップ数
―

★本日の例会案内 ９月19日（木) 12：30 ～
米山記念奨学生卓話 プリ・ビピさん
お食事メニュー＝ローストビーフ レフォールソース
★次回の例会案内 ９月26日（木) 12：30 ～
ガバナー公式訪問例会
お食事メニュー＝鮭と茸のバター炒め


※午前10時30分からクラブ協議会

鈴木俊哉
関口武司
五十嵐敦
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会 安田信二

