
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 伊澤ケイ子  

 

◎点鐘              会長 小泉  博  

◎国歌斉唱「君が代」斉唱 

ロータリーソング「我等の生業」       

           ソングリーダー  菊池  敏 

◎「四つのテスト」唱和  

ＳＡＡ・親睦委員会 伊澤ケイ子  

 

◎お客様紹介           会長 小泉  博  

卓話講師 慶應義塾大学経済学部教授 塩澤 修平様 

 

岡山西南ＲＣ  

         椎原 裕二様 

司法修習生  

         西林 將之様  

 

◎会務報告            会長 小泉  博  

本日、例会後事務局にて第１１回定例理事会を開催しま 

す。議題は承認事項が主です。理事会後I M実行委員会 

があります。去る１月２９日（日）「健幸甲子園」があ 

りました。多くの団体のそれぞれの活動発表がありまし 

た。又パルテノン多摩において、「多摩男声合唱団」の 

コンサートがあり、ロタキッド合唱団が出演し活躍して 

おりました。 

 

◎幹事報告            幹事 杉山 真一 

配布物：ロータリーの友、卓話資料 

他クラブ例会変更：事務局にお問い合わせ下さい。 

 

◎次年度会務報告    会長エレクト 田崎 博実 

特にございません。現在次年度「奉仕プロジェクト」の 

案の募集中です。皆様、アイデアを奮ってご応募下さい。 

 

【 諸事報告 】 

◎各委員会・他 

 ★ＩＭ実行委員会開催     

ＩＭ実行委員長 村上  久 

本日定例理事会のあと、I M 実行委員会を開催しま

す。委員の方はお集まり下さい。 

 

 

 

 

 

 

★オール多摩健幸甲子園について   田村 豊会員 

１月２９日（日）多摩グリーンロ

ータリークラブも協賛の「オール

多摩健幸甲子園」を行うことが出

来ました。沢山の団体が発表して

くれ大勢の方が見にこられて成

功裡に終わりました。今回の優勝

者は農園をやっていらっしゃる相澤さんという方の発

表でした。大変力のこもった、かつユーモアのある大変

面白いお話が聞けました。これもひとえにロータリーの

皆さんの応援があってこそと思っております。来年も開

催する予定ですのでよろしくお願い致します。 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 入沢 修自 

会員総数                30名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           17名 

出席免除者        8名                             

計                25名 

出席率    25/30  = ８３.３３％ 

第1219回例会（1/18）訂正出席率 ８３.３３％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 初野 有人 

 小泉  博 塩澤教授本日はようこそ 卓話よろ 

しくお願いします。楽しみにしており 

ました。 

 杉山 真一 塩澤教授、本日の卓話よろしくお願い 

いたします。 

 田崎 博実 節分です。豆まきしましょう。 

 菊池  敏 塩澤先生の卓話よろしくお願いいたし 

ます。 

 森本 由美 塩澤様、お忙しい中大変楽しみにしてい 

ました。感性を磨きますネ。 

 峯岸  忠 塩澤先生、卓話よろしくお願いします。 

       そろそろ花粉が飛び始めたようです。 

 津守 弘範 先週は休みましたので。塩澤先生今日 

の卓話よろしく。 

 中谷 綋子 塩澤さま卓話たのしみです。 

 遠藤 二郎 塩澤先生ようこそ。 

 伊澤ケイ子 寒いですネ。風邪に気をつけましょう。 

 

 

                                                                                                                                                           
 ２０1７．０２．０１ 第１２２１回例会  No.２７－２４ ２０１７．０２．０８発行 

                                                                                                                                                                 
    
 

例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 
事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 
    

会長  小泉 博  幹事 杉山真一  会報・記録委員長 瀬戸 武 
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国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリークラブ 
        ２０１６～２０１７年度 

 

魅力あるロータリーに！ 

                                                                                                                             
 



 関岡 俊二 塩澤先生、卓話楽しみにしております。 

 萩生田政由 塩澤先生、本日の卓話楽しみにしていま

す。宜しくお願いします。 

 大松 誠二 ２月1日！もう１年の1/12 過ぎてしま

った。 

 瀬戸  武 暦の上では春の日です。 

 入沢 修自 本日の卓話どんな話が聴けるか！ 

       楽しみです。 

 足立潤三郎 新旧役員新年懇親会大変お世話に 

なりました。本日の卓話楽しみです。 

 初野 有人 大風邪をひきまして、新旧役員懇親会 

       欠席しました。すみません。 

本日の合計￥１７,０００（累計￥６３６,４０３） 

 

 

◎卓話者紹介    プログラム委員長 森本 由美 

慶応大学経済学部教授、塩澤修平様を御紹介します。 

１９５５年東京生まれ。１９９８～２００７年国家公務

員一級試験官、２００１～２００３年内閣府国際経済担

当参事官、２００５～２００９年慶応大学経済学部部長、 

２００８～２０１１年公認会計士試験委員、２０１１年 

東京六大学・東京八大学馬術連盟会長、昨年多摩市役所 

庁舎のあり方検討委員会委員長、利き酒師、他諸々の活

躍をされております。 

◎卓話「遊び心と日本経済  

―清貧ではなく清富の思想― 」 

                  塩澤 修平様 

皆様今日は。私の友人で長年香

港の大学で経済学を教えている

日本人がいるのですが、彼が先

日一時帰国して皆様の様な専門

家の前で、自分の話は「釈迦に

説法」と言おうとして普段あま

り日本語を使っていないもので

すから、同じ様な意味だろうと「馬の耳に念仏」といっ

てしまったのです。今日は勿論「釈迦に説法」のつもり

でお話しさせて頂きます。 

さて、日本経済の現状ですが、イギリスの EU 離脱、ト

ランプ新政権等、不安定要因が社会の病となっておりま

す。経済が低迷している原因は物がなかなか売れない事

ですが、我々が将来どういった期待をしているか、それ

が経済活動の大きな要因となることの重要性を再認識

することが大切です。トランプ政権の中で何が起こるか

分からない状況で我々がどう生きて行くかを考えたい

と思います。何が「景気」を決めるのか。有効需要の原

理、GDP（国内総生産）は有効需要の大きさによって決

まります。すなわち売れる物しか作られない。GDP＝消

費需要＋投資需要＋政府支出＋輸出－輸入。 こうして

決まった GDP が社会全体の生産能力よりも小さい時に

失業が発生します。日本は江戸時代の頃よりコツコツと

勤勉に働き、物を生産する「供給側」の要因でしたが、

近代は「需要側」の要因という先進国特有の考え方にな

っています。今の日本の経済活動の価値の合計はざっく

り言って５００兆円です。需要が２０兆円足りません。

その差がデフレギャップであり、約２０兆円といわれ 

ます。 

大学にいますと意外と社会の経済状況がわかります。景

気が良くなると就職がしやすくなって学生の態度が悪

くなります。景気が悪くなると就職競争が厳しくなり、

学生の態度がよくなります。バブルの時代の学生は最悪

でした。有効需要を活性化するには消費を活性化するこ

とです。もう一つは自然エネルギーにはかぎりがありま

すので、天然資源をあまり使わずに需要を増やす事です。 

日本社会に必要な「清富の思想」。 

「清」は天然資源をあまり使わず、環境面の負担が小さ   

   い。 

「濁」は天然資源を大量に使い、環境面の負担が大きい。 

「貧」は経済規模（有効需要）が小さく失業率が高い。 

「富」は経済規模（有効需要）が大きく失業率が低い 

 清貧の思想は古くからの日本の美徳ですが、経済的に

は需要が少なくなり、大不況になりかねません。 

濁貧ですと最悪の状態になってしまいます。では「清」

と「富」の両立は可能でしょうか。文化・芸術等、広い

意味での「遊び心」に基づく需要は、作り出される経済

価値に比して天然資源の利用が少ないのです。物的には

「もったいない」に基づき、出来るだけ節約することで

す。日本では生産をする為に一生懸命働くのがよいとさ

れ、遊ぶのは道徳的によくないと江戸時代から思われて

いました。今でも遊ぶとなると、後ろめたさを感じる方

が多いと思いますが、今の社会では心配せずに堂々と遊

ぶことが多くの人に職を与えることになります。それに

は仲間を多く作ることが遊び心を増幅します。私も「き

き酒」「たけのこほり」「浅草界隈」などの仲間を作って

多いに遊びを楽しんでいます。物的には節約して「遊び」

にお金を使うことが経済を活性化すると思います。 

遊び心が世の為、人の為に！ 

 「遊び」には大いに金を使い、有効需要を高め、失業

を減らす。 

 「遊び」に関する経済活動は、世代を問わずすべての

人々に適用される。 

 「遊び心」と「科学技術」が結びついたゲームソフト

やアニメ・漫画などの分野は日本人の得意とするところ

です。 
遊び心に基づき「よく働き、よく遊び」積極的に人生を楽し

むことが、同時に世の為、人の為になります。 
質問  田村会員 

 お金の使い方として、非常に経済的波及効果が大きい

使い方と小さい使い方があり、タンス預金をする人、定

期預金で銀行に預ける人。しかし今、金融機関は貸先に

困っている現状の中で、これをやったら経済の活性化に

つながるというお金の使い方を教えて下さい。 

答   塩澤先生 

 直接消費につながるもの、どういう風にしたら雇用が

増えるかを考え、例えば飲み屋さんに行けば従業員の雇

用に役立ち、お酒のメーカーも仕事が増えると思います。 

 

◎お礼と閉会点鐘        会長 小泉  博  

（今週の担当 関岡 俊二 ） 


