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中核的価値観のもと、時流対応の時
　　～奉仕の心の醸成と実践するロータリアン～
ロータリーの価値を改めて考え、そして楽しもう

◆点鐘：東海林健登 会長 ◆ロータリーソング：なし
◆司会：浦山　　潔 S.A.A. ◆会場：山形グランドホテル

Yamagata West Rotary 第2920回例会 令和３年９月６日（月）

　今月９月は「ロータリーの友月間」
であります。雑誌月間の廃止に伴い
2015年～ 16年度より、日本独自
に９月を「ロータリーの友月間」と
したのだそうです。『ロータリーの
友』は昭和27年４月、第60区の大

会にて新年度から日本の地区は東日本と西日本の２つに
分割されると決定されました。そこで、この地区大会で
日本の２地区で共通の雑誌を発行することが決定されま
した。『ロータリーの友』は、これまで共に活動してき
た日本のロータリアンが、分割されてからも綿密に連絡
を取り合い、情報を共有するために機関紙として企画さ
れたものだそうです。
　８月号の『ロータリーの友』にはこんな記事が載って
おりました。「日本のロータリー 100周年を深く祝う
会」の記事であります。昨年10月で日本に最初のロータ
リーが来て100周年を迎えました。この記念すべき筋目
に盛大にお祝いをしようと2016年に「日本のロータリー
100周年実行委員会」が組織され、式典、記念事業の準
備を進めてきましたが、新型コロナウイルス感染症流行
の影響によって、オンラインでの開催となったこと、そ
の基調講演として日本ロータリーの100周年を祝う会委
員長、元ＲＩ理事千 玄室様による演題「果たしてロータ
リーは？過去・現在・未来」という講演録が記載されて
おります。
　1920年に東京ロータリークラブが設立されて以来、
ロータリークラブは紳士の道場であり、今後もそのロー
タリーというものの根本精神である奉仕の意味、哲学を、
会員同士で互いに語り合い、理解し合っていただきたい、
と私は理解しました。皆さんはどのようなご理解をなさ
れたか、とても興味深い記事でありました。
　最後になりますが、『ロータリーの友』９月号、63ペー
ジの「俳壇」の欄に、我がクラブのメンバーの戸田正宏
さんの句が、巻頭に掲載されております。

「大仏の手のひらに　峰雲の　立ちにけり」。
　皆さま、ご一読いただければと存じます。簡単ではご
ざいますが、会長挨拶とさせていただきます。

会長あいさつ 幹事報告東海林　健登  会長 武田　岳彦  幹事

●米山功労表彰を地区のほうからいただいております。市
村清勝さん、飯田喬之さん、東海林健登会長です。おめ
でとうございます。

●山形中央ロータリーさんの事業で、被爆ピアノコンサー
トという案内が届いております。開催は10月２日、山
形テルサ、鑑賞は無料です。興味のある方は事務局にパ
ンフレットがございます。是非お持ちください。

●10月17日、変更例会として予定されていた地区大会
が、来年の４月29日に延期となりました。コロナの影
響です。よって、この週は例会はございません。コロナ
の対応を余儀なくされておりまして、年間スケジュール
多々変更になっております。お間違いのないようよろし
くお願いいたします。

●この例会で湯殿山神社の澁谷宮司からご祈祷いただき、
そのときのお守りを皆さんのネームプレートの棚に入れ
ておきました。こちらのほうをお持ち帰りいただければ
と思います。

●本日例会終了後、理事会を開催いたします。理事メン
バーの皆さまはお残りください。また、今日以降の例会
の開催などについても本日の理事会で話をいたしますの
で、ＦＡＸの案内等をよく見ていただいて、お間違いの
ないようご協力をよろしくお願いいたします。

●今月のロータリーレートは110円です。

市村清勝さん 飯田喬之さん

東海林健登会長



世界から見ればですね。そういう評価をしていただいたほ
うがいいのではないかと思います。それで、コロナはやっ
ぱり明らかに都会現象です。ここは山形県です。これは９
月３日時点での数字ですけれども、大都会に比べて、み
ちのく山形はまだまだ大丈夫なんですよ。それで、最初に
慌てふためいて全国に一律に緊急事態宣言など出しました
が、これはもしかしたら必要なかったのかもしれませんね。
それぞれの地域に応じてやればよかったのではないかと、
改めてそれは失敗から学ぶということなのではないかと思
います。

コロナ禍の光と影というのを見てみると、ライフ・ワー
ク・バランスとか、それから都会と田舎に住んでみるとか、
押印文化を見直したほうがいいんじゃないかとか、ハンコ
を押すために出社することをやっぱりやめようじゃないか
と、そういうことですね。パンデミックは再来する。そし
て地方ももう明らかに都会よりも安全だっていうのがわ
かった。そうするとやっぱり地方の時代だということがも
う明らかにこれはわかっています。地方創生っていうのは
進まなかったんです。だけどこれからは違うと思ったほう
がいい。

2030、2050。何なのか説明します。これは国連が出
した2030年までのＳＤＧｓターゲットでありますけれど
も、これはいったい何なんだ、そして2050は「ＥＣ」と書
いてありますが、サーキュラーエコノミー、つまり循環型
経済へ転換しないともう世の中はもちませんよっていう話
です。

その本質っていうのは何なんだ。あらかじめ言っておく
と、解はありません。誰も正解なんて持ってないんです。
自分でやって考えていく。しかし、こんなことをやりまし
たよっていうようなことをみんなにちょっと聞いてもらっ
て、ディスクロージャーですね、それを多くの人が見て、
いろいろ評価があると思います。その評価を株価の下落と
か上昇とかにつなげていく。それで自分で循環させていく
わけですね。お金も必要です。銀行もこれに対しては融資
をする。それをチェックして、銀行に対して有利な融資を
するというところまでも踏み込んでやるような時代になっ
てきました。制度としてもうできあがっています。

本質はやはり資源です。80年代はだいたい40億人ぐら
い世の中にいたものを、それの10億人、２割ちょっとぐ
らいがＧ７で占められていました。2010年代になって、
60億人に地球の人口が増えて、その半分ぐらいがG20
で占められるようになってきました。ところがやっぱり
2040年代を展望すると、人口は90億人ぐらい、かつての
80年代の倍。６割ぐらいが我々の先進国も含めて消費に
費やすってわけですよね。これは地球があともう１つない
どダメだずっていうのが本質です。地球２つ分の資源がな

コロナ「後」は どうなる ？

ゲスト卓話

齋藤　　弘  氏
公立大学法人国際教養大学
国際教養学部　客員教授

今日は「『コロナ後』、どうなる」というお題を頂戴して、
これについてお話する前に少し足元のそのコロナの状況
を、今朝アップデートしてきましたので見てみたいという
ふうに思います。これは１週間の移動を平均すると、８月
の下旬頃から今にかけて少し頭を下げてきたような状況で
すので、全体としては安心がちょっと見えてきたかなとい
う感じです。

重症者数も少し減ってきました。死者数は遅れてそう
いう状況になるんだろうと思いますけれども、９月４日時
点では圧倒的にやっぱり20代の方が多いですね。我々 60
代、50代、70代、80代の最初の頃にワクチン接種を行なっ
たという効果も出ているのか、実行再生産数っていうのは
１人当たり何人に感染させちゃうかっていうことなんです
が、９月４日時点では0.84ということですから少しこれ
も下がってきたということで、ワクチン接種率がだいたい
１回は６割、２回は５割ぐらい日本全国で行き渡ってきた
ので、さすがにデルタ株になっても状況は良くなってきて
いるかなと、これが今の足元であります。これ、私の見解
ではなくてデータそのものであります。

さて、「コロナ後」のお話ですけれども、まず、コロナ
が我々に突き付けた現実というのが２つあります。１つは、
今まで遅遅として進まなかった事柄が加速度的に進まざる
を得ないような状況になってきた。もう１つは、「首長な
んて誰がなっても所詮おんなじだから」と思っていたとこ
ろ、「いやいやいやいや、首長の力量、決断次第で自分の
命がもしかしたら左右されるかも」という思いに変わらざ
るを得なくなったというのが今なんだと思います。

しかし今日はこちらの話が３つあります。結論から先に
言います。パンデミックは再来します。それから、何より
も地方が大切になります。そしてデジタルトランスフォー
メーションと言いますが、世の中とにかくいろんな今の現
代的な技術を使って変えていこうと。こういうことができ
るのはやっぱり我が国しかありません。なぜかというのも
後で申し上げます。「信頼」がそれのキーワードとなります。

見てください。ほぼ周期的にパンデミックは起きていま
す。今回も2020年でパンデミックが起きたわけですが、
必ず来ます。ですから今日のタイトルの「コロナ後」に、
あえてカギカッコを付けさせていただきましたが、コロナ
後というのはありません。ないということを前提にして物
事を進んでいたほうがいいと思います。

なぜかと言うと、最初のコロナ、2000年前後は中国は
たいしたことなかったんです。今、もうそれの10倍ぐら
いの経済力、防衛も含めて国力を持っています。中国の影
響力というのはやっぱりすばらしい大きいものがある。人
口減少で若い人が減っている時代になりましたけれども、
パンデミックの再来も必ずあるんだということを前提にし
て物事を考える必要があります。

やっぱり日本というのはコロナに関しては、いろいろ政
治的に批判もあるでしょうが、まだうまくやっていると。



なってきている。
さて、じゃあ新しい世界観ってどんなのでしょうか。やっ

ぱり知恵のある人の言うこと聞がんなねっだなね。ジャッ
ク・アタリさんはフランス政府の知恵袋です。パンデミッ
クが起きると、権力の変容が起きるんだ。15世紀もペス
トが発生、猛威を振るった時に、それまで教会が権力者だっ
たのが、治安当局になり、それを解決できる科学者、団体
がその力を持ってくような時代があった。日本は国力を高
める可能性があるんだ。我が日本は、知力、技術、慎重さ、
すべてを持った国なので、このコロナ禍ではやっぱり日本
が国力をつけてくるだろうと、他国の人がはっきり言って
います。

さらに信頼です。国際政治でも米中対立、サプライチェー
ンの見直し、消費者も安くて悪くないものを買いたい。こ
れを一気に達成できる国っていうのはもう日本以外にあり
ません。

そして最後にデジタルトランスフォーメーション、効率
化なのか、今まで手作業でやってた、人を使ってやってい
た労働集約的なことが機械に置き換わるだけなのか。実は
ＤＸこそが、デジタルトランスフォーメーションこそが国
民の生命と財産を守ることに直結するんですよ。

シリコンバレーというのはお聞きになったことがあると
思いますけれども、メディコンバレーはお聞きになったこ
とはないと思います。デンマークとスウェーデンの国境の
ところに、情報を集めて共有し、その共有する情報が欲し
くて企業が集まって、病院、学校、その地域だけでＧＤＰ
を20％も稼ぎ出すという地区が世の中に存在しています。
20％というと日本のＧＤＰが約500兆円ですから、100
兆円稼ぐということになるんですね。デンマークでは、赤
ちゃんがおぎゃーっと生まれて天寿を全うするまで、その
人の電子データをずーっと生涯かけて国が持ち続けていま
す。

赤ちゃんが生まれると、かわいそうにね、赤ちゃんの足
のかかとのところにちょっと傷つけてます。そして血を採
る。こういうその生まれたばっかりの赤ちゃんの血を採っ
て、そのデータを冷凍庫の中に入れて、ずーっとその赤ちゃ
んが大きくなって死ぬまで取ってあります。もちろんその
間病気になったり、何とかの薬を処方された、それも全部
データ化されます。それで天寿を全うしたときにその死因
を調べます。それを全部紐づけて、健康と医療に役立てて
いる国があるんですよ。

ロールス・ロイス社。まさか未だに「ロールス・ロイス
の車作って、飛行機のエンジン作って、そういう会社だ
よね」なんて思っている人はいらっしゃいませんよね？　
ロールス・ロイス社は、このエンジンのところにいろんな
ディバイスを全部埋め込んで、それで飛行機飛びますよね、

いと、もうもたない。
山形県なんてみんな家族1台持ってる自動車。全国では

１人あたま1.3人ぐらいしか乗らないんだそうです。それ
で走行距離、全体で１日の稼働率が２％ぐらいですね。

２番目のフードロスというのは食べられるものが食べら
れないで捨てられるということですね。これは食料援助の
倍、日本の米の生産とほぼ匹敵するぐらいの食糧が捨てら
れている。食品の中にはいろいろ流通過程ありますよね。
生産で、規格外商品だ。流通で、箱がつぶれた。小売店で
も、季節を過ぎたら買わないですよ、恵方巻なんて。

レストランでも食品ロスは多多あります。ドタキャン、
発注ミス、食べ放題なんか、あれはもうロスの典型みたい
なもんですよね。こういうところでロスが起きます。ご家
庭でも「賞味期限切れ、忘っでだっきゃ。冷蔵庫の奥さあ
んのなんかわがんねっだな」と、こういう状況ですね。

ファッションだって、衣替えで女性がだいたい15点、
男性が６点ぐらいもう捨てるんだと。これは機会損失にす
ると２兆６千億円なんです。なので、30年まで必要なこ
とっていうのは、これはもう大変忙しいわけですが、ちょっ
と注目してみます。

生活。マスク、ネット利用、今日もこうやってZoom配
信になっていますが、大都市にいなくても地方でもなんと
かできるでしょ、だけど巣ごもりのいろんなことは整えて
おかないとね、っていう気持ちになってきます。

地方でも大都市並みの収入で仕事ができるような世の
中にならないと。それを支えるためのデータ情報網基盤
整備っていうのが、全国できちんとやらなきゃいけないん
じゃないかと。これをするためにデジタル庁できました。

働き方改革、テレワーク。営業活動もやっぱりスタイル
を変えざるを得ない。押印出社。でも一方で、リアルで営
業する、お客さんの顔を見る、仲間の顔を見ながらいろい
ろやるのも、重要だねっていうことを逆の意味でわかって
きました。

そして経済でも、サプライチェーンもだんだん日本に回
帰してこようという動きが出てきています。

さて、2050年までに必要なことはこんど循環型エコノ
ミー。資源投入して、物を作って、物を売って、物を使っ
て、いらなくなったら廃棄するっていうのがこれまでの経
済活動でした。だけど、資源は地球２つ分ないともうもた
ないよね。人口が倍になって、地球上の人口が増えて、環
境汚染、気候の変化、明らかに環境の変化ですよね。なの
で循環型というのを考えていく必要がある。製品はどう使
うのか。どう捨てられるのか。廃棄する時の責任は誰が持
つのかという、作る人の責任というのはものすごく拡大す
るんです。そういう法整備まで展望しないといけないよう
な状況になってきました。

それからもう１つ、リーダーの皆さんを超えていってい
ただきたいのはこのＺ世代ですよね。要するに若者です。
Ｙ、Ｚ世代の人たちがこの世の中の中心になるということ
ですね。

今までは金融機関でも当局をヘッドに、そこにいろんな
地方銀行協会とか、都市銀行協会とか、協会をはさんで銀
行がピラミッド型だったんですね。金融政策ももうこんな
ことやってません。もうみんな、重要なプレーヤーにはな
りますけど、市場の一員としていろんな金融調整をやって
います。

メーカーや卸でも、問屋があり、小売りがあり、消費
者があったっていうピラミッド構造でしたけど、今やもう
そんなこと関係ないですね。みんながどう思っているのか
をメーカーも卸も小売りもみんな知らないと成り立たなく



本日出席（９／６）
会員総数 出席会員数

99名 42名 ＋ ズーム参加37名

東海林健登会長／齋藤弘様にお越しいただき、例会を開催
できることにニコニコいたします。

市村清勝会長エレクト／山形市建設工事優秀技術者表彰受賞
９月１日弊社社員が受賞致しました。社員の成長をとても
嬉しく、頼もしく感じたのでニコニコです。

戸田正宏さん／齋藤弘先生をお迎えして
私がプログラム委員長になり、真っ先に卓話をお願いしよ
うとした人です。グローバルな話題の豊富な方ですので、
きっと皆さまにも喜んでいただけるものと思います。
今月のロータリーの友 俳壇に私の句が、巻頭に掲載され
ました！快挙です！

新藤幸紀さん／齋藤弘様をお迎えして
本日の例会、卓話の講師として齋藤弘様にお出でいただき
ました。ありがとうございます。

佐藤章夫さん／戸田さんの俳句
戸田正宏さんの俳句がロータリーの友の巻頭に取り上げら
れていました。すばらしい。嬉しくてニコニコします。

飯田喬之さん／県展に入選して
県展工芸の部で、４回目の入選に感謝してニコニコしま
す。９月26日頃です。ぜひご覧ください。

角田健さん／月山初登頂!!
８月初旬、長男と一緒に月山に登りました。青天にめぐま
れ、12年に一度の「出羽三山丑歳御縁年」の年で残るは
羽黒山参拝。小学校の蔵王登山以来の登山で、心と身体に
パワーをいただきました。御礼、月山。

〈９月６日〉

ニコニコＢＯＸ飛行機飛んだらどういう気象条件でどのルートでＡ地点か
らＢ地点にどういうようなことで飛んだかというのを、あ
りとあらゆるデータを集めて、それを蓄積し、飛行機会社
に対してこの条件だったらこういうことをしたほうがいい
よというデータ売り屋さんですよ。

iPhone。これがその携帯電話の電話機だなんて思って
いる人はいませんよね。８月29日、つい１週間前の日経
新聞。鴻海精密工業のテリー・ゴウ社長が言っていました。

「電気自動車なんてiPhoneに車４つ付けたようなもんじゃ
ねえか」こういう発想ですよ。

エアコン、各ご家庭にあると思いますが、「まーた調子
悪いな。ガス抜げだのんねが？んだら新しいのと替えらん
なねっだな」と言ってですね、市村工務店さんに駆け込む
とかですね。そんなことないですよね？ダイキン工業では、
使った分だけモバイル決済で料金を支払う。８月29日の
日経に出ていました。世の中もうガラッとすでに変わり始
めています。

フードロスだってただじゃ起きない。できることからど
んどんやり始めましょう。セブンイレブンも値引きするん
です。

スターバックスも、閉店前に値引きＯＫというゴーサイ
ンを８月20日ころに出したというニュースが出てました。
それで食べてという、実はその後にもあって、レストラン
で作り過ぎて余った分を値引きして販売するサイトを設け
て、そこに若者がどーっと行って自分で取りに行く。こう
いうマッチングをしてくれるサイトももう出ています。

今日は金融機関の方いらっしゃるか、Zoomでもいらっ
しゃるかどうかわかりませんが、誤解を恐れずに言えば、
金融機関はもう全部スマホで決済するようになってない
と、もう相手にされません。山形銀行さんも荘内銀行さん
もきらやか銀行さんもそうです。全部顏認証で入出金でき
る。イオングループはもう一括アプリで自分のところで、
一括アプリですから商品を選んでデリバリーして決済する
という、そういうことを全部ネットで行えるようにすると
言ってます。８月26日にこれは記事が出ておりました。
「マイナンバー、使い勝手悪い、使い勝手悪い」みんな

言って、でも実際に使ってみた人どのぐらいいますかね。
最近ずいぶん改善してきましたよ。自分の年金全部見れる。
iPhoneから。携帯から。自分の所得も見れます。健康保
険証も自動車運転免許証もあと数年で自分の携帯の中に取
り込まれる。デジタル庁。だから意外とマイナンバーカー
ド、マイナンバーアプリですね、これ馬鹿にしているよう
でこれからかなり重要ですので、皆さんぜひ使ってみてそ
の使い勝手の悪さをまずは経験してみてください。

さて、いろいろ述べてみましたが、今もう１回申し上げ
ると、キーワードは環境であり、信頼。いろんなデジタル
トランスフォーメーションの中で成り立っているという世
の中なんですね。「うーん、なるほど。持続性だよな。地
方創生だよな。安心安全、安定だよな」と。これを実践す
るのが、今日お集まりの山形市、山形県のリーダーの皆さ
ま。そしてその皆さまがどうやってやるのかというのがやっ
ぱり肝ですね。さあ、どうやるか。こうやりますか？それ
とも、こうやりますか？ご清聴ありがとうございました。




