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会長  李 一孝 
 
皆さん今晩は 
本日は八十二銀行支店長久保田様、大変お忙しい

ところ、卓話においでいただきましてまことにあり

がとうございます。久保田様からは経済のいろいろ

なお話があると思います。 
今日はロータリーと経済、さらには4つのテスト
がどのように生まれたかということでお話したいと

思います。 
「日本は不景気でロータリーに入る人はあまりい

ないよ」というようにお話される方が多いと思いま

す。それでは最高の不景気、世界大恐慌の時はどう

だったでしょう？1929年に世界大恐慌がありまし
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八十二銀行熊谷支店長・久保田敏之氏 



たが、この時のロータリーの記録では、もちろんロ

ータリアンの数が急激に減少しました。特にシカ

ゴ・クラブではその影響が大きく、1932-33年は入
会62退会101でありました。更に、会員数670名
のうち、半期60%の出席義務を満たさなかった会員
は213名に上っており、クラブ管理そのものが破綻
していたといわれています。 

1930年、ロータリーの奉仕理念の提唱者であった
フレデリック・シェルドンが、突如ロータリーを去

ります。1929年のダラス国際大会で、彼のモットー
He profits most who service bestを廃止しようとい
う決議29-7が、RIBIから提案され、これを支持す
るクラブがアメリカからもかなり出たことや、決議

23-34 で制限がかけられたはずの奉仕活動の実践が、
「身体障害児童の救済事業」として、同大会で決議

されたことが原因とだという人もいますが、真偽の

ほどは定かではありません。シェルドンという偉大

なる精神的な基盤を失ったロータリーは、経済不況

も加わって、急速にその勢力を殺がれていきます。 
1932年に共和党のフーバー大統領（この人はロー
タリアン）に代わって、民主党のルーズベルトが政

権を取りました。ロータリアンの支持を受けていた

共和党のフーバーが破れて、ライオンズの支持の多

かった民主党が政権をとり、ライオンズへ移籍する

人が増えました。 
 経済危機を回避したかのように見えたニュー・デ

ィール政策も、結局は功を奏せず、1937年の夏には
「恐慌の中の恐慌」と呼ばれるほどの危機的状況を

迎えます。 
結局会員減少の本当の理由は、世界大恐慌という

ものが引き金になっておりますが、職業奉仕のリー

ダーの欠落、またロータリーが政権とつながりすぎ

ていたことも大きな理由のようです。必ずしも景気

が問題ではないと思います。今の日本の不景気は世

界大恐慌と比べればたいしたものではありません。

ロータリアンとしての心構えをしっかり持ち会員増

強に努力していきたいものです。 
さて、この未曾有の世界大恐慌の時期に、ロータ

リアンがなしとげた大きな業績の一つに、四つのテ

ストの制定があります。 1931年、包装済食品戸別
訪問販売の職業分類でシカゴ・クラブの会員であっ

たハーバート・テーラーHerbert Taylorは、倒産の
危機に瀕していたクラブ・アルミニウム社の経営を

引き受けることになりました。彼は会社を再建する

ためには、社員全体が簡単に憶えられて、自分を取

り巻く全ての人たちに対して、考えたり、言ったり、

行動したりするときに応用できる、道徳的な指標が

必要であることに気づいたのです。 
  シカゴ・クラブが四つのテストの存在を知ったの
は、1939年にハーバート・テーラーが商工会議所の
会合でこの話を披露したのを、たまたまゲストとし

て参加した他の会員が聞いたことに始まります。 

 ハーバート・テーラーは1939-40年にクラブの会
長、1954-55年に国際ロータリーの会長を務め、そ
の際この四つのテストの版権をRIに寄付し、今日
に至っています。 四つのテストは各国語に訳されて、
ロータリー・ライフはもちろんのこと、社会的、政

治的な問題や、人間の生活に影響を与えるすべての

人間関係に驚くべき成果を与えつつ、適用されてい

るのです。 
 

先週のストレスと健康についての話の続きです。 
               
内蔵は医者も驚くほど丈夫で、骨と筋肉も頑健な

健康自慢の人でも、相手がストレスとなるとからっ

きし意気地がなくなるという例が数多くみられます。

無理もありません現代人はいろいろな意味で過重な

ストレスに悩まされているからです。中でも特に40
代、50代の中年男性が危険です。不思議な統計があ
ります。自殺に危険性のある「鬱病」患者数は、中

年以降になるほど女性患者が増え、男性のほぼ2倍
になりますが、うち自殺者となると患者の約70パ
ーセントを男性が占めるのです。原因はいろいろあ

りますが一つ見逃せないのは、男性はストレス解消

が下手という事実です。体調が悪くても会社を休ま

ず、医者にも行かず、本音を語り合うあう相手もい

なく、趣味のゴルフも仕事で思うに任せず、ひたす

ら会社と居酒屋に通い詰める毎日・・・・。これで

は自ら進んでストレスの餌食になりにいってるよう

なものです。 
ストレスとの関係で最近注目されているのが、セ

ロトニンという脳内の神経伝達物質です。これは脳

内ホルモンの一種で、ほっと安心して心がリラック

スしたときに多く分泌されます。増えれば増えるほ

ど心が楽になる「ハッピーホルモン」といったとこ

ろです。 逆に言えば、ストレスを解消して心をリ

ラックスした状態にもっていくためには、セロトニ

ンの分泌を増やしてあげればいいわけです。うれし

いことに、セロトニンの分泌を増やすのは、そんな

に難しいことではありません。中でも最も効果的な

のは「リズム運動です」代表的な運動を紹介しまし

ょう。 
1.呼吸法 
約5秒かけて、鼻から息を吸い約15秒かけて口か
らゆっくり吐く。ずっと同じリズムで1分間に3回
の呼吸を20分続ける。 
2.歩行運動 
同じリズムで。リズミカルにウォーキングを20分
続ける。 
それから、子供心に帰っている時もセロトニンが

出ます。心理学の分野では、人間は「親」「大人」「子

供」の役割を使い分けているといわれています。女

性が母と娘でじゃれあったり、おば様がヨン様をオ



ッカケしたりするのは心理学的には「子供」に帰っ

ていると分析されます。短時間ではあっても、子供

心に帰ることでストレスを大幅に軽減することがで

きるのです。 
しかし40代、50代の男性が「モーニング娘」の
オッカケをやるわけにはいきません。男性は簡単に

子供になる機会が少ないのです。だからこそ趣味が

大切になってきます。たとえばゴルフの好きな人の

場合です。ゴルフのスコアアップ、飛ばしなどにの

めりこんでいる時は子供心に帰っているのです。ゴ

ルフほど大人を子供に戻すスポーツはないといわれ

ています。スコットランドで生まれたゴルフがなぜ

世界中に広がったか、これでその理由がよく分かり

ました。 
皆さん、趣味に没頭してセロトニンをたくさん出

してください。 
 
 
 
 
従来のパターンでは説明できない時代 

八十二銀行熊谷支店長 久保田敏之氏 

 
１.最近の経済指標から 
①GDP(国内総生産) － GDP デフレータ算出方
法の変更 

・2003年度の実質GDP修正3.2% ⇒ 1.9%(名目
GDP：0.8%) 
・2004年度見通し(実質GDP) 
年初の民間調査機関の予測 1.9%⇒ 2.1% 
・2005年度見通し(実質GDP) 
民間調査機関の予測：1.2% ⇔ 政府見通し：
1.9% 
 
②企業物価指数が上昇傾向 ⇔ 消費者物価(CPI) 
安定 (米国は連動) 
(年初0% → 10月2%)   (▲0.3%～0.0%) 
＊企業物価上昇要因：原油高、中国需要旺盛、在庫

圧縮(=需給ギャップ縮小) 
＊川上(出荷卸売段階)の物価上昇している一方、川
下(需要段階)価格は、上がらない。誰が、コスト
アップを吸収しているのか? 
＊消費者物価に転嫁できないのはなぜか? 今後は? 

 
２.マーケット動向 
①原油高 － 金利が上がらない? WTI：５５ド
ル→４１ドルに急落(気候・中国) 
＊需要拡大に起因する原油高 ⇒ 経済活動活発化

→インフレ期待→金利上昇 
＊透明感(地政学リスク)の高まり ⇒ 経営者・消
費者心理の悪化→景気減速 
→金利低下(ガソリン上昇→他の消費切詰める) 

②16年9月期の上場企業の経常利益が昨対３９%増
加 ⇔ 株価上がらず 
＜業績好調の要因＞ 
＊製造業では、デジタル景気・中国需要(設備・電子
部品)・自動車(北米好調) 
＊鉄鋼:国内外に旺盛な需要で値上げ、素材：石油・
化学・非金属 
＊非製造業：海運(値上げ)・商社(資源事業)・電力(猛
暑) 
＜なぜ株価上昇が伴わないか?＞ 
＊エクイティ・ファイナンス(新株発行と伴う資金調
達)が活発 ⇒ 1株あたり利益の希薄化(例：住友
商事一千億円の公募増資) 
＊生保等機関投資家の消極姿勢 － バブル期のつ

け・ITバブルでの怪我で、資産の４０%は、債券
で運用、株は１０%程度。 

 
③為替 － 米ドルは心配、しかし、円も一方的に

買えない ⇒ ユー口高 
※ブッシュ政権下で1980年代以来の双子の赤字(財
政赤字・経常赤字) － 
これが最大のドル暴落の引き金となる可能性が高

い、1980年半ばには、3年問で250円→125円 
※最近のドル急落はその予兆か？ ただし、日銀の

介人ないまま106円台に反転したのは、底堅さを
感じる。 
※為替相場の決定要因には、①金利、②経常収支、

③通貨当局スタンス、④国際政治情勢(有事のドル
買 or売)等あるが、何を裁量とするかには流行が
ある。 
※チャーティストもいる。人問の行動パターン・経

験則から予測する。 
※持論は、必ずしも通用しない。相場は、美人投票(ケ
インズ)である。 

 
３.2005年は 
①景気動向指数は、2002 年 1 月以降回復局面に入
っている。すでに上昇期問は過去の平均(2 年半)
を超えている。 

 
②2004年 7～9月の実質GDPが+0.1%となって、
成長率が鈍化している。 
2004年度後半から2005年度前半はやや調整局面
に入り、後半には持ち直してくるとの見方が強い。 
＜プラス材料＞ 
○過剰設備が解消しており、需給ギャップが縮小し

ている 
○銀行の不良債権が縮小している(金融再生プログ
ラム：メガバンクは、2005 年 3月までに不良債
権を半減 → 前倒し処理進む) 
○設備投資が依然活発(製造業：今年度は昨対 22%
増加) 

卓 話 



＜マイナス材料＞ 
○個人の可処分所得の増加がなく個人消費(GDP の

60%)の伸びが期待できない → デフレ脱却に
時問を要する 
○人口の減少問題がクローズアップされてくる。戦

後の日本がはじめて経験する局面で、日本企業に

人口減少を前提としたビジネス・モデルは存在し

ない。 
 

４.私のすきな言葉 
『先入観払拭』・『新しい思考回路』 
“THINKING OUTSIDE THE BOX”(NHK
の英語でしゃべらナイト) 
 
『忙しいことを喜ぼう』 
“BUSIEST MAN FIND THE MOST 

TIME”  ことわざ 
 
                                                                                                                 

 
 

幹事 棚澤 正行 
 
1. 地区より 
＊日豪青少年相互訪問 
オーストラリアチーム歓迎会と歓送会の案内 
｢ロータリー財団国際親善奨学生｣募集要項 
 

2. 市より 
＊さくらマラソンの協賛のお願いと案内 
＊熊谷警察署より 
・年末年始特別警戒出陣式の案内 

 
3. 高城神社より 
＊元旦祭参列の案内 

 
4. 週間タイムス第566号 
 
 
 
 
 
 出 席 報 告 
例会日  １２月 １５日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４０ ２１ １７ １ ５６％ 
お客様：八十二銀行熊谷支店長 久保田敏之様 
    熊谷東ロータリークラブ 橋本栄三郎様 
 
 

 ニ コ ニ コ BOX 

 
橋本栄三郎様 
 南ロータリークラブの皆様には、当ホテルを色々

御利用頂き、誠にありがとうございます。又久保

田支店長の本日の卓話楽しみにしております。 
李一孝会長 
 久保田敏之様、本日の卓話宜しくお願い申し上げ

ます。 
棚澤正行幹事 
 久保田支店長ようこそ南クラブへ、本日は卓話よ

ろしくお願いします。 
田島武会員 
 八十二銀行久保田支店長様、ようこそお越し下さ

いました。本日の卓話、楽しみにしております。

よろしくお願い致します。 
川野辺繁会員 
 続けて休み申し訳ありません。業界の総会など、

特別な会合と重なりました。その場所高知や、京

都でした。京都では菊水で、舞こさんのおどりも

見るというものがあり、忙し楽しの毎日です。ま

だスポーツクラブに行きません。体はなんとかも

っています。 
カレンダー、ほしい方がおりましたらどうぞ！！ 

加藤公一会員・富山弘文会員 
 久保田支店長、ようこそ南クラブへ。本日の卓話、

楽しみにしております。 
また、勉強もさせていただきたく思います。 

井上哲孝会員 
 保険の井上です。本日、急用のため欠席致します。

来週は必ず出席しますのでお願い致します。 
 
【会員誕生】 
川野辺繁会員 
 ６１才をむかえました。商売も健康も大変難しい

時期をどうすごすか、それが今の問題です。 
 
【奥様誕生】 
萎澤利行会員 
 家内の誕生日に、お花を送っていただき有難うご

ざいました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 大野英夫・馬場孝・ 
猪俣信雄・埼玉勝・佐川順一・加藤博・ 
下田眞弘・丑久保紀美 
TEL  048-522-6143 
FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


