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「絆」人と人との結びつきを大切に

方針

2021−22年度国際ロータリーのテーマ

会 長

栂安雅満

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

■会長報告

栂安 雅満 会長
本日より通常例会ですが感染は高止まりの
ままですので感染対策は今までどおりにお願
いいたしますが、重症者や死亡者はそれ程増え
てはいません、大半は軽症です。只、死亡者に至
っては80%以上が70代以上の方です。帯広RCには10名在籍
していますのでお気を付けください。
3月26日のIMは成功裏に終わりました。実行委員の皆様
はじめメンバーの皆様方のご協力大変ありがとうございま
した。
3月27日は芽室ロータリーの60周年記念式典に幹事と共
に参加して参りました。
3月31日付けで奥田会員、関山会員、中森会員が退会され
ましたのでお知らせ致します。新規会員獲得に協力を宜し
くお願い致します。
帯広西ロータリーの会長、実行委員長、監事が5月20日の、
50周年記念式典に参加のお願いにきております。多くの方
に参加頂きますようお願い致します。
又、ウクライナに支援として来週と再来週の例会で募金
を集めたいと思いますのでご協力のほど宜しくお願い致し
ます。
最後に、本日より6月まで牛乳消化に帯広クラブとして少
しでも協力をしていきたいと思い200mlのパックを昼食に
追加しました、是非お飲みください。
■プログラム 「当面の十勝経済について」 （出席委員会）
田原謙一郎 会員
【1.海外およびわが国の経済・物価動向】
・海外経済は、国・地域ごとにばらつきを伴いつ
つ、総じてみれば回復しています。21年度は世
界計で前年比5.9%の大幅な伸びとなったあと、
今年度22年度も4.4%と高い伸びを続けています。コロナか
ら急回復をした後、過去40年の平均的な成長率
（=潜在成長
率）の3.5%に向け緩やかに成長幅を縮めていく姿となって
います。
・2020年春の感染症の流行直後には、各国の経済活動は大き
く落ち込みました。その後、経済活動の再開が進むもとで、
景気刺激的な財政金融政策の後押しもあって、総需要は急
激かつ大幅に増加し、米国のGDPは、2021年春には感染
症拡大前の水準をはっきりと上回りました。欧州のGDP
も、昨年後半には感染症拡大前の水準を回復しています。
米欧にくらべると、わが国GDPの回復は鈍いです。
・米国や欧州では、生産者物価、消費者物価ともに、
このとこ
ろ数十年ぶりの高い上昇率を記録しています。
わが国でも、
国内企業物価は、第2次オイルショック時以来の約40年ぶ
りの上昇を示しています。もっとも、わが国の消費者物価
は、
米欧との対比で上昇ペースの鈍い状態が続いています。
・ロシアの輸出品目をみますと、鉱物性資源と貴金属等が過
半を占めています。ウクライナの輸出品目をみると、穀物・

油脂等が約35%を占めており、次いで鉄鋼等、鉱物性資源
の割合が大きいです。世界輸出に占めるロシアやウクライ
ナの輸出のシェアが高いものをみていきますと、原油・天
然ガス、パラジウム・ニッケルなどの金属、小麦・大麦等の
農産物、肥料もあります。
・現在、原油・天然ガス等のエネルギー、小麦等の穀物、非鉄
金属を中心に、国際商品市況が大幅に上昇しています。わ
が国経済への影響という点でも、資源の大半を輸入に頼っ
ているため、当面は、資源価格の上昇の影響が最も大きい
と考えられます。コストプッシュ型の物価上昇は、企業収
益の悪化や家計の実質所得の減少を通じて、やや長い目で
見た景気の下押し要因として作用するとみられます。
・ロシアやウクライナとの貿易量は小さいため、貿易活動を
通じたわが国経済への直接的な影響は限定的とみられま
す。もっとも、海外経済への下押し圧力や、サプライチェー
ン障害などを通じて、わが国の企業の貿易・生産活動に、間
接的な影響が及ぶ可能性はあります。
・北海道の輸入総額のうちの9.4%がロシアからの輸入とな
っており、全国の1.8%と比べてもかなり高いことがわかり
ます。品目別には、ウニやカニなどの魚介類、石炭や天然ガ
スなどの鉱物性燃料が大半を占めています。
・供給制約の状況についても、引き続き内外の情勢を注意深
くみる必要があると思っています。
【2.道東における企業の景況感】
・道東地域の短観の調査結果のなかから、自社の業況、雇用
人員、価格、資金繰りなど金融面の4つのトピックを紹介し
ます。
・道東地域の全産業の業況判断DIは、前回12月短観で▲6で
したが、今回の3月短観では▲17へと大幅に悪化しました。
次回、6月短観の予想では、全産業で▲22となり、最近の▲
17から▲5ポイント悪化する見込みとなっています。製造
業・非製造業とも、先行き不透明感もあって目先の業況を
慎重に予想する向きが根強いほか、エネルギーを含む原材
料価格等の上昇から収益が圧迫されることを懸念する声
も引き続き聞かれています。
・雇用人員判断DIは▲43となっており、先行きも「不足」超幅
が拡大する見通しです。道東管内では、構造的な人手不足
感がみられる中で、先行きの経済活動の回復を見込み、幅
広い業種で人手不足感の一段の強まりを予想する声が聞
かれています。
・仕入価格判断DIは、
「 上昇」超幅が前回の51から56に拡大
し、さらに先行きは64と一段と拡大する予想となっていま
す。販売価格判断DIは、
「 上昇」超幅が16から19に拡大し、
先行きは32と一段と拡大する予想です。
・企業金融に関しては、総じてみれば、緩和的な金融環境が
維持されているといえます。
【3.十勝経済の動き】
・十勝の景気の現状判断について、
「新型コロナウイルス感
染症の影響から、厳しい状態にあり、持ち直しの動きが鈍

化している」と、判断を引き下げました。判断の引き下げ
は、昨年5月以来、10カ月振りでした。個別の項目では、個
人消費について、
「弱い動きとなっている」と判断を引き下
げました。
・主要小売店売上高は、内食需要から堅調となっています。
・十勝の乗用車新車登録届出台数は、本年入り後も乗用車新
車登録届出台数は、前年を下回って推移しています。先行
きについても、完成車供給の不透明感の強まりを指摘する
声も聞かれています。
・市内ホテルと主要温泉地の宿泊人数は、持ち直しの動きが
足踏みしています。
・とかち帯広空港の乗降客数は、低調に推移しているとみら
れます。
・雇用情勢をみると、労働需給は、引き締まりつつあります。
帯広の有効求人倍率は、北海道や全国と比べてもかなり高
い水準で推移しています。足許でも、有効求人倍率は前年
をわずかに下回ってはいますが、新規求人数自体は、前年
より増えています。
・十勝の景気の先行きについては、
新型コロナウイルス感染
症に加えて、
国際商品市況の動向が管内の経済活動全般に
及ぼす影響を注意深くみていく必要があると思っています。
■ゲスト紹介
帯広西ロータリークラブ
会 長 小谷 典之 様

創立50周年実行委員会
委員長 佐藤
聡様
幹

事

森

房明 様

■米山記念奨学生紹介

ナダ・アラヤスクン 様

■委員会報告
・ニコニコ献金
（親睦活動委員会）
合田 倫佳 会員
過日のIMでは皆様に大変お世話になりました。大成功で
した。たくさん褒められました。ありがとうございました。
和田 賢二 会員
3月26日都市連合会（IM）が無事終了する事が出来まし
た。これもクラブ全員のご協力のおかげと感謝申し上げま
す。しかし、まだ報告書が出来るまで実行委員会は継続中で
すので、よろしくお願い致します。
小沢 昌博 会員
第7テーブル全員出席となりました。
ありがとうございます。
田原謙一郎 会員
本日卓話をさせて頂きます。
柳田 祐子 会員
今週から、十勝・釧路・根室管内向けの新番組「ほっとニュ
ースぐるっと道東！」が始まりました。平日の18時40分から

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

の放送です。NHKの建物の壁面に、ちょっと派手な看板で
周知させて頂いています。番組をぜひご覧いただき、ご意見
等ありましたらお寄せ下さい。
長澤 秀行 会員
3月末で退会された奥田会員の後任で、4月1日付で畜大
に戻りました。会員増にならず申し訳ありません。
・結婚記念日祝
（4月）田原謙一郎 会員
角 健太郎 会員
竹川 博之 会員
小白 智志 会員
小沢 昌博 会員
・配偶者様お誕生記念祝
（2月）影山 知宏 会員
（4月）千葉 直樹 会員
奧原
宏 会員
・誕生記念日祝
（4月）木野村英明 会員
五十嵐聖二 会員

■会務報告
五十嵐聖二 幹事
①帯広北、帯広東、音更RC合同例会例会開催のご案内
日 時 4月15日（金）午後0時30分
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
※尚、帯広東RC、4月26日（火）の繰上げ例会と致します。
②帯広南RC、創立記念夜間例会開催のご案内
日 時 4月18日（月）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
③帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日 時 4月28日（木）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
④帯広北RC、4月29日（金）の例会は、祝日のため休会と致します。
帯広南RC、5月2日（月）の例会は、休会と致します。
帯広東RC、5月3日（火）の例会は、祝日のため休会と致します。
帯広RC、5月4日（水）の例会は、祝日のため休会と致します。
帯広西RC、5月5日（木）の例会は、祝日のため休会と致します。
■4月のプログラム予定
4月13日（水）
「スポーツを応援する力を
北海道経済へ還元する仕組みづくり」
（プログラム委員会）
サフィルヴァ北海道 V2男子バレーボールチーム
主将 阿部 誠樹 様
4月20日（水）
「ロータリー財団と寄付について」
（ロータリー財団委員会）
髙橋 久志 委員長
4月27日（水）
「売り上げ向上の秘訣はモティベーションにあり」
（プログラム委員会）
メンタルトレーニング 覚張 利彦 様
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