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四つのテスト

－言行はこれに照してから－

1．真実か、どうか

isit the truth？

2．みんなに公平か

isitfairtoallconcerned？

3．好意と友情を深めるか

Willit build goodwilland

better friendships？

4．みんなのためになるかどうか

Willit be beneficialto all

concerned？

阜隔りを取り除こうも

出席報告

本日の出席　会　員　数　　　61名
出　席　数　　　45名
琵　席　率　73．77％

欠　席　者　阿宗君、荒明君、長谷川（文）
君橋浦君、平田（圭）君、五十嵐
（一）君、金野君、三井（徹）君
岩網君、慶君、斎藤（栄）君、
鈴木（善）君、篠原君、谷口君
佐々木君、津田君

前回の出席　前回出席率　77．05％
修正出席数　　　54名
確定出席率　88．52％

メークアップ　五十嵐（伊）君一東京西北RC

阿宗君榊新庄RC
薮田君一高畠RC
嶺岸君、三井（徹）君、三井（賢）
君佐藤（伊）君一鶴岡西RC

ビジター

土田高之壷君一村上RC
原田行雄君一鶴岡西RC

会長報告

さきの例会で、次期の会長を指名するため
の指名委員会を構成することに決り、指名委
員の選定は会長に一任されました。それで、

これから読み上げます方々から大変御苦労で
すが、次期会長の指名委員となっていただき
選考のために御協力をねがいます。

なお指名委員の中に会長侯補が入ってはう
まくないとのことで、絶対候補に上らない方
（即ち、元会長に就かれた方々の中）から選

ぶとして、簡単ですが元会長のうち年代の若
い万から6名、それに私を加えて7名で構成
したいと思います。
それには斎藤栄作さん、張さん、早坂源四

郎さん、斎藤得四郎さん、石黒慶之助さん、
三井徹さん、それに私を含め7会で構成する
ことにいたしますのでよろしく御協力をねが
います。

本日例会後に一寸集っていただき、いつ第
1回の会合を行うかについて打合せしたいと
思いますのでお残りねがいます。
次に10周年記念誌をお送りした方々のうち

次の方々から丁重な礼状が届いているので、
お名前だけ発表させていただきます。河村秀
一郎さん（日通）、八丁目さん（NHK）、

鈴木昭治さん（明治生命）、高橋無一さん
（NHK）バストガバナー伊部政次郎さん、

真崎健夫さん、斎藤堅治さん、高橋与市さん
安藤徹さん、穴沢義一さん、他クラブから猪
苗代RC、仙台RC、村山RC、会津若松南
RC、鹿児島RC、それに山形市の庄司晋作
さん（ガバナーノミニー）また鶴岡市立図書

館からきております。これらを回覧します。
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それから今日、米山奨学金寄付金納入明細
書がきているので回覧します。これには353
地区の各RCの米山奨学金の寄付金の累計金
額が記してあります。因みに申し上げますと
当クラブは36万9千500巴となっており、ベ
ストテンの5っブ月額こ入るよ戸軒転＼

また、2′オ6日に鶴岡高専のインターアク
トクラゲの認証状の伝達式があり、会員の佐
藤伊和治さん、小花さん、張さん、石黒さん

／書芸警羞
ん、三井健さん、安藤さん、阿部裏

／さん、それに私が出席しました。いろんな事
／情のため、認証状の伝達式がおくれたようで

すが、幸いに鶴岡高専はOBといってもまだ
、、学発があるので、発会の当初に活躍された方

篭讐され、なごやかに盛大樫に行われまし
彼等は大変張切っております。これからど

のような活動をされるのか後援団体としての
RCも彼等の活動に何等かの援助の手を差し
のべたいと思います。大きなことは出来ない
としても、或は精神的な支えにでもなれれば
幸いに存じます。

インターアクトクラブの委員もローテーシ

ョンして行く訳ですが、その中に経済的な面
も当然として、精神的な面でも支えにでもな
ってあげれば、彼等としても、たよりになる
と思うのでよろしくねがいます。
それから2月23日は、国際RCの創立記念

日にあたるので、当日はロータリーのことに
ついて元会長をやられた方のうちからスピー
チおねがい出来れば有難いと思います。プロ
グラム委員会の方で何か考えておりましたら
そちらの方でとりはこびねがいます。
なお2月23日は例会日にあたります。

日本経済の現況について　　池内方平君

今日は最近の経済事情について、新聞、T
V、雑誌できいたり読んだりしたものをとり
まとめてお話ししたいと思います。
現在の日本の経済は皆さんも御存じのよう

に、景気にかげりが出て、冷却状態というか
下降気味にあることは御承知の通りと思いま
す。

こういう現象は、いつまで続くかというこ

と、或は回復する見込があるかどうかという
こと、こういう問題を我々は常に考えさせら

れるところであります。
日本の経済は、今から5年前昭和40年頃か

ら非常に成長が速く、5年間連続し成長して
きたのですが、昨年の秋から調子が変ってき
ております。そのよってきたところは何が原
田かということを考える前に、今から3～4
年前にアメリカのハドソン研究所のノ「、・一一マン

カンが21世紀は、日本はアメリカをぬくだろ

うといったことはご存じのことと思います。
経済評論家とか、いろいろのおえら方が常

にこの言葉を使っているのです。1月新聞で
みたのですがエコ」・・一ヨークタイムスの18日の

記事にそれに摂似したことが載っておりま
す。

それは16世紀はスペイィソがリードし、17世

紀はフランスがリードし、18世紀ほとんで、
19世紀はイギリス、20世紀はアメリカであっ

たと、それで21世紀は日本であろうと記して
あります。これは′、－マーカソが言ったのと
やや似たところがあります。それが本当か香
かほ、我々が相当疑問を持つところでありま
す。

世界経済の動きを振返ってみますと、1，700
年即ち今から270年前を前後として約30年の
問に産業革命がおきております。

ゼームスワットが蒸気機関を発明して、或

は当時織機が発明されたのが産業革命になっ
ております。それで金持が機械を買って工場
をつくる。そして労働者を雇傭する。こうい
うので世界の資本主義が始ったのです。それ
が段々資本主義が大きくなっていく。要する
に労資関係で、経営者、云うなれば資本家と
いうものは労働者を搾取するというようなこ
とで1850年代からマ′レクスの経済理論が出
て、結局これを攻撃したのです。それが相当
永く続きましたが、資本主義の欠陥である即
ち資本家は太るが、労働者は貧乏になるとい
うような形、これはマルクスが言う通りで
す。それで1929年～30年、即ち今から40年前
ですが、イギリスの経済学派のケインズがケ
ィソズ経済学として新しく出てきたのが完全
雇億の資本主義失業者を出さない社会、福祉
国家をねらう完全雇億の経済体制、これがケ
インズの経済学といわれております。
これは社会主義の体制に、社会主義は計画

経済で完全雇僻の体調をとっておりますが、
資本主義はそれが出来ずに失業者を出してい
たということ、これはまずいということで、

社会主義に対抗するためには、ケィンズの経
済学による完全雇傭体制の経済機構いわゆる
政府が、有効需用を誘発し、喚起すると。そ
して労働者を全部雇うという形。これがケイ
ンズの経済学として40年前に発表されたので

す。日本の場合は池田内閣が下村治さん、稲
美秀三さんと、2人はケィンズ経済学派の人
ですが、この人をブレーンにして所得倍増を
今から10年前にやられたのです。それが、一
応軌道にのって、この10年間、日本の生長が
非常に好調であったのです。大体10年間にG
NPは4倍になっております。それほど成長
した訳です。

ここまできて、これからアメリカで云って



いるように、ハーマンカソが云っているよう

に、或はニューヨークタイムスが云っている

ように、日本の成長はこれから15年（未来学
者が云っているように15年過ぎれば4倍に成
長すると云っている）すぎれば果してそうい
う風に出来るものかということです。いわゆ
るケインズの経済学に云う完全雇傭100％近
い稼動力のある人達を100％近く雇傭する目
的で、新しい経済学を発表したのですが、現
在の日本では100％を超しているのではない
かと。日本の産業構造と日本の工場の最近の
拡張によって、日本の労働者は大体6千5百
万人位いると云われているけれども、それを
超えた設備をした場合において、あるいは7
千万～7千5百万という労働力を必要とする
日本の産業形式になったときには、人が不足
することは当然です。これはケインズの経済
学をオー㌧パ」した一つの経済政策に成り立っ
ているではないかと思うのであります。

皆様御承知の通り、アメリカのニクソンは
ここ1年か1年半はどデフレ政策によって物

価抑制をやったと。ところがそれが失敗した
と。それで、物価を犠牲にして今ではインフ
レ政策をとっているということです。
これの原因としては、失業者が6％になっ

たということによって、いわゆるケインズの

近代経済学における失業者を出したというこ
とは、共和党首班であるニクソンとしては失
敗であるということです。それで方向転換し
た訳です。現在の経済学から行くと完全雇傭
体制96％位だそうですが、4％位失業者が常
に存在するということで、完全100％という
ことはあり得ないことで、96へ97％の人を働

かせればそれはバランスのとれた安定経済と
いうことになるのだそうです。

アメリカは6％の失業者が出たので、急に

物価抑制を無視して失業者をへらすことに今
切替えたのですが、日本の場合は、既に労働
者が不足の状態にあるほど成長した日本経済

）　　が、今後この上にまた成長を続けるならば、

未来学者が云うように5年で倍になるとか、
15年で4倍になるというような成長を続ける

ならば、ますます労働者が不足となって、こ
れは今のケインズの経済学の理論から離れて
しまった特別の経済学がここに発生しなけれ
ば、日本はバランスとれないではないか、と
思います。それで最近では、新しい経済学、
即ちケインズの経済学を上廻ったもっと新し
い構想の経済学が生まれなければ、資本主義
社会の経済成長は続けないではないかといわ
れています。

人はあって工場が動く。或は自動化すると
か省力化の機械をつくるとしても限界があり
ます。やはりビル一つたてても、人の20人や

30人は必要であるということ。そういうよう

に働く人は必要であるが、働く人を急に求め
ることは出来ない。そういう意味において、

建物が、或は工場が、3倍になろうが4倍に
なろうが人がいなければ動かないではないか
というところに、経済が追い込まれているで
はないかと。最近ではスタブグネ←‥シ㌧三二／と

インフレr∵ンヨンがごっちゃになっていると

いうこと。これは今の企業政策においてはど

うすることも出来ない。物価を下げるために
は通価をへらすこと。これによって或程度景
気を押えることが出来るが、それは必ず大き
なパニック反動につながると。反動につなが
れば佐藤内閣は総辞職しなければならな
い。

クソソだってそうです。だから今の政治
家は反動までおこして物価を下げることはし
ない筈です。そうすれば当然物価は下らない
のです。物価が下らずに不景気が続いた場合
に、一体どういう事になるか。極端な例で行
きますと、金融的にパニックを誘導してふる
いにかけると、こういうより他に方法がない
ではないかと私なりに考えるのであります0

これは無謀なことですけれども、他に方法
がなければ、そういう形をとらざるを得ない
ような場合もおきるではないかと。それで現
在の日本経済は成長が速いだけにまだまだ速
い成長を続けようとしている。46年の日本の
成長は10・9ですが末だ高いです。フランスで
6％、西ドイツやアメリカで2～3％で、日

．；一・・∴∴∴∴∴－‥－‾∴さ
ということ。これは非常な危険をおかしてい
るでないかということ、日本の経済が急ピッ
チで走ってきたものが、今一寸いきがきれて
いるので、もたもたしていますけれども、在
庫調整がすめば、今年の後半期には再びスタ
ートするだろうという風なことを言っていま

すけれども、果してスタートするだけのスタ
ミナがあるかどうか、またそういうことをし

て日本の経済が安定成長になるか、非常に疑
問のある点であって、そういう意味で私が申
し上げたケインズの経済学の行きづまりで、
これからの世界の経済に新しい経済学が生れ
てこなければ、これをきりぬけることが出来
ないではないかと、このように感じる訳であ
ります。

過日野村証券の人と話したときにも、先方
でそう云っておりましたし、私も今の行きず
まった日本の状態をどうして救えるんだとい
ったところが応えがなかったのです。
だから新しい時代には新しい今日をあみ出

さなければならないと。それほど世界経済
は、特に日本経済は追いつめられているとい



うのが現状であります。
皆さんも、そういう意味で、毎日の新聞をご
覧になればいささかわかるかと思います。

そればかりでなく、現在の日本の一番大き
な問題は、いわゆるェネルギーの問題があり
ます。エネルギーの問題は次回にゆずること
にし、今日は追いつめられた日本の経済とい
うことで話を終ります。

創立10周年記念誌送付先からいただ
いた礼状のうち一部の紹介

第350区′ミストガバナー伊部政次郎氏
の礼状

昭和46年2月1日

鶴岡ロー一クリークラブ会長

小池繁治様
謹啓、貴クラブ益々御隆昌の趣大慶至極に

存じます。
扱而今般貴クラブの創立10周年記念史をお悪
送いただき、御芳志渦に有難く厚く御礼申し
上げます。小生が第350区ガバナーの時に貴
クラブのチャーター伝達式に出席して、貴ク
ラブの今後の発展について御期待申し上げ、
色々と運営のことについて御注意申し上げか
つ御激励申し上げましたが、あれから早や10

周年を経たということと、御期待申し上げま
した以上に隆々と御発展を実現されたことは
本当に心嬉しく存じている次第です。10年史
を拝見致しますに、至るところに編集の御苦
心がうかがわれ、他クラブの同様のものに比
較して、正に出色の出来栄になっておりま
す。特に交換された内外クラブのバナーが洩
れたく掲出されていますが、この事は他に炉
例のない編集方法であり感服しています。小
生にとってもよい記念になる貴重な史料とし
て永く保存いたしたいと存じています。御承
知の通りロータリーの発展は無限であります
ので、今後共ロータリーの理想の拡大に鋭意

御努力下さいます様祈念申します。会員各位
の御多幸を祈ります。不坂敢御礼まで。

謹言
第350区バストガバナー

伊部政次郡

元会員河村秀一郡民（日通）の礼状

拝啓厳冬の勘り、会員の皆様にはますます
ご健勝にてご活躍のことと心からお喜び申し
上げます。
平素は御無沙汰のみいたしまして大変申訳

なく深くお詫び申し上げます。
さて、この度貴クラブ創立10周年記念史を

ご恵送に預り、まことに感激いたしておりま

す。ご懇情の程厚く御礼申し上げます。

一貫一貫をあの時この時となつかしく想い

出深く拝見いたしました。またかえりみて、
何等のご尽棒もできなかったことを申訳なく
思っております。しかし貴クラブの皆様より
ご指導をうけました「奉仕の精神」は今も忘
れることなく会社の経営に反映するよう努力
いたしておりますので、幸にお得意先あるい
は労働組合の深い理解と支援により、健全経
営の途を辿っておりますことは、まことに感
銘に堪えないところと思っておりますととも
に、在会中頂戴した皆様の温いご交苗は終生
忘れることはない、いや忘れることはできな
いと心に誓っております。

今後貴クラブのますますご発展と会員皆様
のご繁栄をお祈り申し上げ、お礼の詞といた
します。　　　　　　　　　　　　敬具

2月1日鶴岡ロータリークラブ

会員ご一同様

河村秀一郡

元会員八丁日直正氏（NHK）の礼状

拝啓酷寒の侯益々ご清祥のこととお慶び申
し上げます。
平素はご無沙汰に打ち過ぎ誠に申訳ござい

ません。お許し下さい。
さて、このたびは、私などまで立派な創立

10周年記念史のご恵贈を賜わり身に余る光栄
に存じ、一生涯の記念として有難く頂戴いた
しました。

在鶴当時は公私共に大変お世話になり記念
史を拝見するにつけ、会員の皆様方の慎しい
想い出の数々が、走馬灯の如く廻り、改めて
探く感謝している次第でございます。ありが
とうございました。

会員の皆様方にもよろしく御鳳声願えれば
幸甚でございます。

末筆ながら会員一同のご健康と益々のご繁
栄を祈念いたし、略儀乍らとりあえず御礼申
し上げます。　　　　　　　　　　敬具

2　月　4　日

鶴岡ロータリークラブ会長様

八丁日直正

幹事報告

会報到着

東京　R C

チャーターナイト案内

浦和東RC　5月9日（日）

記念講演　文化庁長官　　今日出海兵


