
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

出席者報告                                                       

会員総数 38 名 出席免除会員 2 名 4/ 23 出席者 24 名･出席率 66.67%   4/9 出席者 31 名・出席率 86.11% 

 
中板君・久しぶりのホームクラブです。 

神谷君・松浦様、写真ありがとうございました。 

奥村(智)君・竹中様、松浦様ありがとうございました。 

中岡君・釜中さん、がんばって芋作ります。ありがと

うございました。 

土屋君・本日所用のため、早退します。 

ご結婚記念日御祝・稲葉君、竹中君。 

第 2640 地区和歌山東南ロータリークラブ ２００７～２００８ 

例会日：水曜日 

第１・第２    夜間・18:30～ 

第３・第４・第５ 昼間・12:30～ 

例会場：華月殿 和歌山市屋形町 2-10 

事務局：〒640-8227  

  和歌山市西汀 26 経済ｾﾝﾀｰ 7F 

  TEL073-423-3666 FAX073-423-7200 

http://www3.cypress.ne.jp/tonan-rotary.html 

E-mil   a-rotary@coral.cypress.ne.jp  

 

和歌山東南ロータリー 

会  長  市川正夫 副会長 坂口和男 

会長エレクト 津川善昭 

 幹  事  駒阪純章  副 幹 事  溝落和作 竹中昭美 

 会  計  土屋一博  副 会 計  早田充宏 

 会場監督  松浦 薫 副会場監督  奥村智子 山田剛弘 

 直前会長  神谷尚孝 

３９号 

                        神谷尚孝直前会長    

会長報告は特にございません。 

先週例会報告 

 

      和歌山南 RC：成瀬宏司様、小

野正克様ゲスト(株)ドラフトワイン・シ

ステム 南方孝章様  

会場監督 松浦 薫 

会長挨拶  

本日の例会                 5 月 14日 『華月殿』 18:30～               

       行事予定：5月お誕生月会員卓話 、

神谷会員、山本会員 

次回の例会 

の例

会 

ｸﾗﾌﾞ会報委員長 中岡隆文 副委員長 郷間博敏   

 

 

                5月 9日(金) 『ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ 3F 

通算(1816回)     ﾚｽﾄﾗﾝ(ｻﾝｸｼｪｰﾙ)』18:30～     

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ：奉仕の理想 

行事: 和歌山中 RC との合同例会 

  

ニコニコ箱 米山奨学金 ﾛｰﾀﾘｰ財団 東南育英会

累計 1,502,086 483,000 811,137 29,000  

駒阪純章幹事 

※当クラブの竹中会員様の申し出により、音楽治療師

の多田先生が来る 7月 13日(日)PM１：３０より和

歌山市民会館に於いてオペラと歌舞伎のジョイン

トコンサートを行われるそうです。そのイベント開

催に当り、当クラブ(和歌山東南 RC・和歌山アゼリ

ア RC・橋本 RCの三クラブ)の名前を掲載したいと

の要請があり、理事会で承認致しましたのでご報告

申し上げます。 

※ＲＩより冊子が届いておりますので回覧致します。 

 

 

 

 

幹事報告  

ﾆｺﾆｺ箱  

報告 

 
籠田君・郷間さん、先日お世話になりました。 

山田君・籠田さん、卓話頑張ってー。 

ﾛｰﾀﾘｰ財団  

お誕 生 月 会 員 卓 話  『戦 後 の日 本 経 済 の歩 み』   籠 田  弘 会 員  
昨今、昭和３０年代を基にしたドラマが人気を得ています。 

あの頃は、まだまだ日本も敗戦後の後遺症で貧しい時代でしたが、人情も、思いやりも、お互い貧しい中での

分かち合いもあり、ある意味では貧しいが心の豊かな時代であったのかも知れません。 

 今、その当時若者だった年齢層が退職者となり、特別のノスタルジーを感じるからかも知れません。 その

当時、社会に出た一人として、自分の関わってきた仕事通じて振り返ってみたいと思います。 

復興期（昭２４～２９年） 

 昭２４年５月 東京証券取引所再会・財閥解体による大量の株式が放出 

当時の単純平均株価 １７６円２１銭 

 昭２７年   貿易収支 －３億ドル 為替３６０円/１ドルとして１０８０億円の赤字 

昭２９年   外貨準備高 ６億ドル程度（国民経済の貯金） 

（アメリカがクシャミをすれば日本は肺炎に） 

このような、経済状態の中で株式市場はどのような推移辿ったか、見てみたいと思います。 

特需相場 （昭２５年６月～２８年３月） 

朝鮮動乱による軍需景気で、株価も暴騰、勃発時１００円前後だった平均株価は昭２８年２月４７４円と約５

倍になった。この年の３月 スターリン重態が伝えられ、株価の過熱感もあり暴落（スターリン暴落） 

裏面へ続く⇒ 

米山カウンセラー委嘱状  

駒 阪 純 章 会 員   

財団法人ロータリー米山記念奨学会より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神武・岩戸相場 

  イ・有史以来の好景気→昭３３年から３年間 平均１１．３％成長 

  ロ・設備投資・消費ブームによる好景気 

  ハ・昭３４年 池田内閣スタート  

    所得倍増計画発表 →下村理論を支持 

              昭２９年３月 平均株価 ３１４円を底 

              昭３６年７月 平均株価 １８２９円天井  

              期間：７年４ヶ月 

              株価：約５．８倍     (A)       

      昭和３６年４月 入社 当時の経済状況と現在との比較 

            ３６年当時            現 在 

    初任給      １万８千円           ２０万円 

    新聞（月）     ３９０円         ３，６８０円 

    散髪        １５５円          ４０００円 

    タバコ（ハイライト） ７０円           ２７０円 

    テレビ受信機（１４型シロクロ）５８７００円 カラー放送開始 ２１型    ５０万円以上 

    映画館全盛時代 邦画 人生劇場 石原裕次郎 etc   洋画 ベンハー アラモ etc 

いざなぎ相場 

  イ・昭４０年１０月から４年９ヶ月間 平均１１．５％成長 

  ロ・昭４６年８月 （ニクソンショック） 金交換停止 為替変動相場制へ移行 

    昭４６年１２月 為替３０８円/1弗  円の切り上げ 

  ハ・昭４８年 第１次オイルショック 

    為替２８０円/１弗   １バレル １２ドル （１バレルは１５９L） 

  ニ・輸出拡大 外貨大量に入流 低金利に 

  ホ・昭５４年 第二次オイルショック １バレル ３４ドル 

    これを克服 日本経済の絶好期へ 

               昭４０年４月 平均株価 １０２０円 底 

               昭４８年１月 平均株価 ５３５９円 天井 

               期間：７年３ヶ月 

               株価：５．３倍      （B） 

バブル相場 

   イ・昭６１年２月から平元年１２月 バブル経済の時代 

   ロ・昭６０年９月（プラザ合意） 

     米国双子の赤字→貿易摩擦→内需拡大圧力→低金利政策→過剰流動性（低金利＋円高＋原油安）ト

リプルメリット→鉄鋼 電力株等大型株乱舞「石が浮いた」とまで言われた 

   ハ・昭６２年２月 NTT上場 １１９円で募集→上場時３００万円強 

     →投資家層拡大→トラブルも増加した→監督 規制強化さる 

                昭５７年１０月 平均株価６８４９円 

                平元年１２月  平均株価３８９１５円 

                期間：７年２ヶ月 

                株価：５．７倍     （C） 

バブル崩壊 空白の１０年をえて現在に、駆け足で戦後の大相場を振り返って見ました。４０年間、日本経 

済の大雑把な姿を見ることが出来ましたでしょうか３０年代と現在との主な項目を大まかに較べて見ました。 

国際収支  昭２７年  －１０８０億円 （貿易収支） 

      平１９年   ２兆８８３１億円の黒字 

外貨準備  昭２９年   ６億ドル 

      平２０年   １兆１５５億８７００万ドル（為替 １００円で約１００兆円） 

GNP/GDP   昭３１年   １６兆６６００億円（GNP） 

            平２０年   約５００兆円 

 この数字からもいかに豊かになったかが窺われます、まさしく皆様方の奮闘 努力の成果が如実に反映され

ています。 

 最後に、もし人間の行動が同じようなパターンを繰り返すものとするなら、今まで見てきた、三回の大相場

（神武・岩戸 （A）～バブル （C））迄の平均上昇期間 ７．４ヶ月   

株価上昇率 ５．６倍 を今回の安値 平成１４年４月 ７６０７円とし、これに過去３回の平均値を当ては

めてみれば次のような予想が出てきます 

   上昇期間  ２０１０年９月    平均株価 ４２５９９円 

となります、単純な予測ですが如何なものでしょうか、現在の環境下では“夢”か“馬鹿”かと思われるかも

しれませんが“マサカ”と言う坂もあります、閉塞感ばかり漂う今日、歴史の中から夢を描くのも良いのでは

ないでしょうか！！ 


