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【先週のメークアップ】
３／２３ 加茂ＲＣへ
天田 匡君
３／２６ 会長幹事エレクト研修セミナーへ
会 長 挨 拶
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西巻克郎君
田代徳太郎君
野中悟 君

天田

匡君

佐藤 栄祐 会長

御挨拶を申し上げます。先週はお休みを頂きまして有難うございました。
火曜日の２１日は春分の日で祭日・祝日、日本国中が一気に春が来たかの様に沸きに沸きました。言わず
と知れた王ジャパンのワールドベースボールの世界制覇であります。いろいろと紛糾の種子は残りましたが
日本としては誠にうれしい限りであります。関係者の多くが、異口同音にイチローのことを絶賛しておりま
す。そのイチローが王監督を尊敬し、最高の指揮官と称えております。これがもし長嶋ジャパンであったな
ら（長嶋ファンの方には恐縮ですが）
、この様な状況になっていたかどうか疑問です。ヤンキースの松井選
手は株を落としました。逆に長嶋ジャパンなら出場していたかもしれませんね。
期せずして同じ日に東京に桜の開花宣言が出されました。いよいよお花見のシーズンでございます。
春はまた、何と申しましても春の甲子園選抜でございましょう。その中にありまして、野球の後進県であり
ます我が新潟県の代表校は悲願の初戦突破を果たしました。それも主戦投手が三条出身ということで誠に御
同慶の限りであります。
最後に私事で恐縮ですが、昨日は私のゴルフ人生にとって最も屈辱的な一日でありました。１１１点も打
ちブービーメーカーになったのであります。そして、悲嘆に暮れておる私の耳にホールインワンの報が入っ
て来たのであります。誰だろう？ 坪井先生でした。誠におめでとうございました。私、独りだけ泣いてい
ればいいんです。
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米山奨学生 谷 文光さんに『修了証書』が、カウンセラー 西野治邦会員に『感謝状』が米山奨学会から
授与されました。
また、谷さんは博士号（新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻博士課程）を取得されまし
たので記念品が贈られます。
なお、４月１４日に帰国され、中国黒龍江省ハルビン医科大学付属病院に勤務される予定です。

幹

事

報 告

船久保

●三条ローターアクトクラブより
日
時
場
所
作業時間
用意するもの
☂／☀

孝志 幹事

『春のクリーン作戦ｉｎトリムの森』のご案内と協力のお願い

４月２９日（日） ＡＭ ７：００集合
トリムの森 （三条市民球場前）
ＡＭ ７：１５～８：１５
軍手
小雨決行

委 員 会 報 告
◎親睦委員会
～・～ 旬例会 「

野中 悟 委員長

船浮かべ

春を楽しむ

旬例会」
のご案内
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４月１７日（月） 三条市役所前 １７：５０集合
１８：００出発
新潟市ふるさと村 乗船・下船（１８：５０出船）
３，０００円
４月１４日（金） １７：００までにご連絡下さい。それ以降につきましては、
会費ご負担いただきます。

＊皇太子ご夫妻がお召し上がりになった老舗「大橋屋」の同じお食事を用意してございます。川岸の
満開の桜と美酒に酔いしれて下さい。

４月 のお祝 い
【会員誕生】
２日・・佐藤栄祐君
１１日・・野水孝男君
１７日・・大久保秀男君
【御夫人誕生】
８日・・野崎裕子（正明）さん
２２日・・大久保昭子（秀男）さん
３０日・・馬場静子（一敏）さん
【結婚記念】
５日・・坂本洋司君・満寿子さん
１０日・・吉田秀治君・スミエさん
１３日・・馬場茂夫君・和子さん
１７日・・丸山徹夫君・光子さん
２６日・・野島廣一郎君・優子さん
２９日・・山村 登君・良子さん
＊＊

１４日・・渡邉ノブ子（久晃）さん
２９日・・吉田久子（衛）さん

９日・・鈴木圀彦君・朝子さん
１０日・・渡邉久晃君・ノブ子さん
１５日・・大久保秀男君・昭子さん
２６日・・木原 崇君・洋子さん
２９日・・松崎孝史君・恵さん

おめでとうございます

～３月２７日
三条東ＲＣ野嵜君

４日・・西野治邦君
１４日・・安達 裕君
２０日・・若井 博君

＊＊

￥２３，０００

今年度累計￥９０８，０００～

前回に続きまして２回目の訪問になります。今回は皆様にお願いがあって参りました。
宜しくお願い申し上げます。
佐藤（栄）君
坪井先生おめでとうございます。日本文理もおめでとう。
そして、谷文光君、博士号授与おめでとう。
船久保君
三条信用金庫 理事 佐川様、卓話宜しくお願い致します。
坪井君
昨日、ノーブルウッドへゴルフに行って来ました。１１番ホールでホールインワンを
致しました。まぐれです！ ２度目ですのであまり騒がないようにしたいと思います。
西野君
奨学生の谷さん、学位取得おめでとうございます。ハルピンに帰っても頑張って下さ
い。
吉田（秀）君
明後２９日から家内のお供でメキシコに行って来ます。
滝口君
やっと事務所開きにこぎつけました。市会議員の選挙ではありません。我社の本社事
務所です。
馬場（一）君
昨日は、ＰＥＴＳに出席しました。１年は早いものですがだんだん困ってきました。
渡邉（久）君
昨日は、千葉の旧友と親交を深めてきました。
白倉君
坪井先生おめでとうございます。ＢＯＸに協力
安達裕
都合で早退させていただきます。ＢＯＸに協力
田代君、田中（悌）君
ＢＯＸに協力致します。
岡村君
今日はおめでたい話が続きました。ＢＯＸにご協力ありがとうございました。

「今年の金融経済情勢」

三条信用金庫（株）
理事・法務監査部長

佐川

正博 様

１．日本経済の現状と先行き見通し
（戦後最長の景気回復は達成可能か）
○日本経済は、足元の景気が回復を辿っていることは、株式市況の
活況などから推測できるが、どこまで続いていくのか、本年度の
見通しについて日銀がどのように判断しているかご紹介する。そ
の判断は、日銀政策委員会が既に公表している２００６年度のＧ
ＤＰ見通しで示されているように、約２％程度の緩やかな回復傾
向を辿る見通しとなっている。この見通しどおりであれば、戦後
最長と呼ばれたいざなぎ景気（４年９ヶ月〈昭和４０年１１月～
４５年７月〉
）の拡大期間を本年秋には抜き去ることになる。
○景気回復を辿る背景としては、①今回景気回復に当初から寄与してきた輸出増大傾向が、世界経済の回復に
支えられ今年度も続くと見られること、②過去低迷していた内需面でも、企業収益の回復を背景に、昨年あ
たりから設備投資が明確な回復軌道に乗ってきたこと、③今年はそれらに加えて、一進一退を辿ってきた個
人消費も、雇用の回復傾向に伴う購買力の増加を反映し、底上げを図る力として貢献する動きが期待できる
ようになったこと、④さらに、不良債権の重石の無くなった金融機関が積極的な融資姿勢に転じていること
が挙げられる。
（息の長い成長が見込まれる背景）
○景気回復の理由は上記のとおりであるが、なぜ、戦後最長の回復が予想されるかについては、景気の回復テ
ンポやスピードが大きく関係している。今回の回復局面では、バブルの反動から過剰設備・過剰雇用・過剰
借入といった構造的な制約から、ＧＤＰを構成する需要項目が一斉に回復に転じることが無く時間をかけて
用心深く順番に回復を始めたことが大きく影響している。この為、過去のいざなぎ景気のような高いＧＤＰ
の伸び（１０％）とは違って、５分の一程度（２％前後）の回復に甘んじざるを得ず、そのことによって、
大企業と中小企業、製造業と非製造業、都市と地方などに大きな格差をもたらしながらの回復とならざるを
得なかった。しかしながら、そのことが急激な需給の逼迫をもたらすことなく、景気循環の上昇波動を長い
ものにしていると言うことも出来る。逆説的に言えば、現在感じている色々な格差があるうちは、この格差
を埋める努力が、さらに好景気の波長を長くしていくことに繋がっていく可能性を秘めている。
（実物経済の回復に応じ金融政策も正常化へ）
○こうした中で、先般（３月９日）日銀は金融政策の変更を実施した。従来の通貨の量的供給一辺倒の政策を
解除し、金利機能を生かす政策へ切り替えている。もっとも、金利に関しては、直ちに現在のゼロ金利の状
態を止めるわけではなく、いつでも金利を中心とした政策実行に移せる体制を整備したもの。この変更を巡
って政府側から猛烈な圧力がかかったが、量的政策を解除できた意義は大きい。なぜなら、上記の日本経済
の回復は回復に変わりは無いが、努力せずにリスクを回避できる金利ゼロ下の異常な状態での回復である。
もし、金利ゼロ下で需給を逼迫させる不動産売買、企業の設備投資や個人消費などに一斉に火がつくと、い
つぞやのインフレに苛まれることになってしまう危険性が生じ、急激かつ大幅な利上げを迫られる恐れがあ
る。もう一つの意義は、不良債権問題の解決による金融機関の復活から、金利機能を有効に活用できる環境
を整備することで、新しい経済機能を拡大させる後押し機能が期待できる。

２．県央地区経済の現状と本年の見通し
（足元は着実な回復傾向）
○一方、目を転じて、地方経済の足元の動きを見ると、県央地区も多少の紆余曲折を経ながらも緩やかな回復
傾向を辿っている。当研究所（三条信用金庫地域経済研究所）の調査先の売上高増減指標Ｄ．Ｉを見ると、
平成１４年を底に年々着実な回復傾向を辿っている。業種別には、自動車、建設機械部品、設備関連機械部

品などの輸出関連の他、都市圏や県都のマンション・アパートなどの旺盛な建設需要の増大により、建設金
具類の受注も堅調に推移している。このため、代表的な雇用指標の有効求人倍率の推移を見ても、三条市で
は、平成１５年５月頃（０．４６倍）を底に上昇を辿り、本年１月には１．２４倍（パートを含む）となり
災害復旧対策といった特殊要因にも支えられているとはいえ、新潟県平均（１．０９倍）や全国平均
（１．０３倍）をも上回る回復を示している。
（本年の景況見通しは強気）
○こうした足元の回復傾向を受けて、今年の見通しについても明るい期待感が強まっている。５００社に上る
調査先からのアンケートによれば、平成１８年の全国の景気回復に対する見通しは、全体の３割以上が「良
くなる」として、「悪くなる」を１割以上上回っている。また、自社の景況が良くなる時期について、１８年
中に「良くなる」と回答したのは６割を超えている。今後、当地にとって影響の大きい消費回復の度合いに
もよるが、全体としては、受注・売上とも増加傾向を辿っていくと見られる。
（今後の留意点と課題）
○ただし、問題が無いわけではない。今回の景気回復は業種間・企業間など各方面で格差の拡大をもたらして
おり、例えば、金物卸業界では、ホームセンターの納入条件は日々厳しくなっている。戦後最長の景気回復
といっても、成長率僅か２％の狭い範囲内での回復過程の下では、かつてのような売上高の増大は期待でき
ないため、収益性を高めるための生産性向上が要請される。付加価値の高い製品を提供できるように確りと
した設備の備えが必要になる。しかし、中小企業にとって単独で対応するには、技術や資金等の面でかなり
ハードルが高い問題がある。従って、今後、個々の企業が持つ技術力や販売力をお互いに協力して、他には
無い差別化した製品を提供できる体制などを整えていくことが求められている。
○格差問題は、都市部と地方との間にも生じており、このところ政府でも地方の活性化に注力する動きが具現
化している。金融機関も、企業の皆さんが横断的に技術や知識などを活用できるように、大学の仲介や情報
の提供等に本腰を入れようとしている。当金庫でも、企業の皆さんからご要望があれば、新潟大学や長岡技
術工科大学、新潟ＴＬＯなどに技術相談などの仲介を行なう体制を整えている。
かかる観点から、来月の１４日（木）には「ビジネス交流会」と称して、同業の東京（新宿）にある西京信
用金庫取引先と一同に会して商談会を行なう予定にしている。場所は東京新宿のホテル、参加企業は全体で
１００社。当金庫からは３１社参加するが、内、一般企業は２７社、残る４社は三条の産業全体をＰＲする
観点から三条工業会、長岡技術大学、新潟ＴＬＯ、マイスター事務局などが参加する。異業種間の連携を含
め、新しい展開が拓けるよう期待している。
当日は、直接出展する企業は３１社で限定されていますが、フリーに見学することは何の制約もありません
ので、是非覗いていただいて何かの参考になればと思います。

この方は どなたでしょうか？ 表紙のこの方にお聞きしました。
Ｑ１ あなたの年齢は何歳ですか
Ａ：５３歳
Ｑ２ あなたの趣味は何ですか
Ａ：エアガン・ゴルフ
Ｑ３ もし若くなれるなら何歳位になりたいですか
Ａ：なりたくありません
Ｑ４ その年になれたらどんな職業についていると思いますか Ａ：なし
Ｑ５ 一つだけ望みが叶うなら何を望みますか
Ａ：”どこでもドア”がほしい
Ｑ６ 思い出に残るロータリーでの出来事はありますか
Ａ：館林での地区大会
Ｑ７ その他お話したいことはありますか
Ａ：・・・
どなたかおわかりになりましたか？
答えは 会員ギャラリー 「見て見て見て／フォトギャラリー」にあります。
また、プリント週報は次週週報に答えを掲載いたします。
【表紙の線画に戻る】

この方は どなたでしょうか？ この方にお聞きしました。
Ｑ１ あなたの年齢は何歳ですか
Ａ：３８歳
Ｑ２ あなたの趣味は何ですか
Ａ：旅行・スキー
Ｑ３ もし若くなれるなら何歳位になりたいですか
Ａ：２３歳
Ｑ４ その年になれたらどんな職業についていると思いますか Ａ：もっと大きな病院の医師
Ｑ５ 一つだけ望みが叶うなら何を望みますか
Ａ：大きな病院のオーナー
Ｑ６ 思い出に残るロータリーでの出来事はありますか
Ａ：最初に西野先生にお会いしたオリエンテーション
Ｑ７ その他お話したいことはありますか Ａ：南クラブの皆さん、私のこと忘れないでいて下さい。
どなたかおわかりになりましたか？
答えは 米山奨学生 谷 文光 さんでした。
＊＊＊谷さん、お元気で、これからも患者さんのために勉強と研究に頑張って下さい。＊＊＊

