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衆議院議員 石破茂先生 特別卓話
 「日本の危機は守れるのか   
　　　　　　―日本の現状―」

　皆様こんばんは。当初10月16日の講演予定が、（私
が解散したのではありませんが・・）、突如解散になり、
リスケジュールとなってしまい申し訳ありませんでし
た。毎週に5回ほど講演をするのですが、初めて見
たという方おありかと思いますが「テレビで見るより
怖くない」という評価を頂いております。頂いたお題が「日本の危機をどう
乗り越えるか」と承知しておりますので、安全保障に限ったお話ではなくと
いうことはご了承頂きます。
　この国はどうなるか、色々問題がありますが、まず第一に日本は人類が
経験したことのない急速な人口減少社会になります。今日本人は1億2,700
万人いますが西暦2100年になると5,200万人に減ります。明治の終わりと同
じくらいの人口になりますが、シニアが多い社会という点で異なります。どう
やってこの社会を維持するかということです。ホテルやデパートのお客さん
は半分になると考えて頂ければわかりやすいです。その理由の一つ目は、
結婚しない人が減り男性は4人に1人、女性は6人に1人になります。我々
の年代は女性は24歳で結婚し1人目の子が25歳に生まれていたのが、今
はちょうど5年スライドして29歳と30歳です。女性の30歳というと家族でも
地域でも職場でも責任が重く家族の介護もありなかなか2人目3人目の子供
さんを生むことができない。これが二つ目です。
　三つ目は、47都道府県で、お子さんが一番生まれないのは、断トツで東
京です。生まれない東京にどんどん人が集まるので、2040年、今から23年
後20代、30代の女性が23区でも減り、次世代の子供を産む女性が減り日
本は人口が減ることになります。
食料、エネルギーを作らず、出生率全国最低の東京が残ることは国家にと
りあり得ないということになります。
　昭和30年代から50年代にかけて地方と東京は何となく反目しあっていた
ものの予定調和的にやってきました。私ども自由民主党は地方の発展のこと
を考えなかった時期はありません。田中角栄総理の「日本列島改造論」、大
平正義総理の「田園都市構想」、竹下登総理の「ふるさと創生」という立派
な考え方がありました。しかしこれで失敗すると国がつぶれるわけではな
かったのですが、今回はこれで失敗すると国がなくなるということです。世
界主要都市危険度ランキングで2位を引き離して圧倒的に東京としたのはス
イスの保険会社ですが、明日首都直下型地震が起こってもおかしくない、
富士山も人間でいえば20歳でまだ元気があり噴火してもおかしくないので
す。最後の爆発は江戸時代ですが17日間火山灰が降り積もったそうです。
今同じことが起これば車も何も動きません。そういう東京に人と金が集まっ
てきています。昭和30年から15年間で全国から500万人が東京に移り住ん
できて、その人達はもれなくおととし75歳になりました。東京はこれから一
気に高齢化が進み、地方は衰退するということです。日本はどうなるか今答
えを出さないでどうしますかということです。
　自民党が圧倒的多数の支持を頂いたのは、過去の遺産を食いつぶし次
の時代につけを回してきたのをここで改めなさいよということだと思っていま
す。昭和40年代~50年代にかけて、地方が発展した10年間がありました。
鳥取駅が立派になり、活気に満ち、地方の時代が来たと子供のころ嬉しかっ
た記憶があります。公共事業と誘致企業で活気が出たわけですがそれと同
じやり方というわけにはいきません。必要な公共事業はやらせて頂くが、細
切れでやっても仕方がないということです。新潟、秋田を移動するのには東
京に戻るのが速い、鳥取から島根も羽田に出た方が速い、日本海側は繋げ
なければなりません。建造物のメンテナンスも必要ですが、昭和40年50年
代と同じ所得と雇用を創出することはできません。
　昭和40年代、50年代は皆同じものが欲しかったし、3種の神器・3Cは
作れば作るほど売れたし、まだ高齢化していなかったので社会福祉を考え
る必要がなかった。男性の長時間労働がそれを支えました。「黄色と黒は
勇気のしるし、24時間戦えますか」という歌がうけたが、当時私は銀行員で、

6時に松戸の寮を出て終電以外で帰ったことはほぼありませんでした。人口
ボーナス期にはそういうビジネスモデルはジャストフィットしましたが、今は合
わないのです。ここ最近日本は伝統工芸でイタリアに勝てないが勝とうと思っ
てこなかった。しかし岐阜県の土岐市の焼き物はヨーロッパに出せないジャ
パンブルーという色を苦心惨憺して作り上げ、ドンペリが行ったベルサイユ
宮殿の晩餐会で使われました。かつての家庭電化製品製造などからの多く
の雇用創出ではなく、農業・漁業・観光を中心とするサービス業に地方の伸
びしろがありませんか?土・水・陽・気温の4つ満たしている国はあまりあり
ません。麻薬と言われるほど美味しい米を作る日本の農業、魚が取れる海
水体積世界第4位の漁業、国土面積の7割が森林ですがヨーロッパでは当
たり前の木造5階建てを見たことがない、持てる潜在力を最大限に生かさ
ないで来たということです。サービス業でいえば、四季がはっきりしており、
自然・伝統芸能・酒・食べ物の4つが大切で、それを観光にどのように目いっ
ぱい生かすかということです。
　大胆な金融緩和やマイナス金利という政策を使い円安・株高にしているが
それほど長くは続かない。やっと光明が見えてきた間に日本の潜在力を最
大限に引き出していかないといけないが、残っている期間は10年くらいしか
残っていません。そういうことを考えないとこの国は持たないということです。

　安全保障については「国民主権」は皆さん知っているが「国家主権」は
教わったことがない。領土・国民・政治・統治機構つまり、島を一つ失う国
はやがて国土すべてを失う、国民一人の命を守れない国はやがて国民すべ
てを失う、その国の統治を行うのはその国の国籍を持ったものが行うという
ことです。この3つを守るのが国の独立ということで、その意識が乏しけれ
ばやがてそれを失うということは必ずあります。人類の歴史は戦争の歴史で
今後もそうでしょう。領土、宗教、民族、政治体制、経済間格差この5つ
が戦のネタになります。米露の冷戦時代はバランスがとれていたので大きな
戦はありませんでしたが、冷戦後戦が出てきましたし、テロが出てきました。
我々は極めて難しい時代に生きているということです。
　北朝鮮がアメリカに届く核兵器を持つようになるとき、アメリカは本当に日
本を守ってくれるか、核の傘は破れていないか。その確認はきちんとしなけ
ればなりません。ミサイルがどこに何発落ちるかわからない、情報伝達を正
確に、検証しなければなりません。安全保障の本を一冊勧めるとすると、
元東京都知事の猪瀬さんの「昭和16年夏の敗戦」です。大日本帝国政府
が30代の英知を集めシミュレーションをさせたら、結論としてはこの戦争は
やってはいけないということだったのですが、これが一顧だにされず、当時
やってみなければ分からないということで戦争に突入したことが克明に書い
てあります。何ができてできないかきちんと知らなければ戦争になります。
戦争になったらどうやって負けないで済むか、戦闘機の性能などきちんと知
らないで外交などをしてはいけない。今まで生きてきた時代と全く違う時代
に我々生きていると思っております。社会保障・財政・安全保障も人口も今
きちんとしたことをやらないと次の時代にこの国を受け渡すことはできない
と思っているところです。
　日本は、50年に一回新しい国を作ってきました。第1次世界大戦が終わっ
たところで明治50年、明治100年で経済大国。来年は明治150年。私たち
は新しい国を作ろうとしてきたか、30年国会議員をやってきた者として強烈
な反省を持っております。地方は東京のため、東京は地方のために何ができ
るか、それを今考えなければならない時代に来ていると思っております。
� （要約文責　小磯）

山里将様（浦添RC）／蓮見哲平様（田沼RC）秋葉さんに御招待いただきました。
次回は例会に参加したいと思います。／櫻井公恵様（銚子RC）楽しみに参りま
した。おめでとうございます。／山本英明様（松戸中央RC）本日は特別例会おめ
でとうございます。本日よろしくお願いします。／北村明男様（東京国立白うめRC）
今日は、クラブの新人と参加して勉強させて頂きます。宜しくお願いします。
／髙田修様（東京世田谷RC）本日は石破さんのお話しを楽しみ、お伺い致しまし
た。宜しくお願い致します。／佐々木悟様（東京世田谷中央RC）卓話楽しみです
／中村政秋会長（東京品川RC）／村口正様（東京城南RC）／西澤民夫様（東京赤坂
RC）父の命日で、併せてニコニコをさせていただきます。／成田敏様（東京日本
橋西RC）／田中政義会長（東京シティ日本橋RC）石破先生のお話楽しみにしていま
す。特別例会の御成功をお祈りします。／岩田賢幹事（東京シティ日本橋RC）本日
の特別講演楽しみにしております。／菊池敏郎様（東京日本橋東RC）石破さん
総理大臣になって下さい。／細田治会長（東京山王RC）すばらしい御企画、�
この日を楽しみにしておりました。／田中友理会長・代田久子幹事（東京あけ
ぼのRC）秋葉会長�今日は本当におめでとうございます。楽しみに参りました。
／久門隆幹事（東京銀座新RC）石破先生の講演に参加させていただいて／ 
山下晋彦様（東京築地RC）／小川健三会長（東京中央RC）石破先生ありがとうござ
います。／松林智紀幹事（東京中央RC）特別例会を楽しみに参りました。／�

出席率 67.31% （出席者33名+メーキャップ2名／正会員55名-休会3名）

特別例会報告  第683回  2017年11月16日（木）

卓 話　「吉野家　挑戦と克服の歴史」
　　　 吉野家会長　安部 修仁　様

本日の例会  第685回  2017年12月4日（月）



宮下文夫・小堀　彰・落合守征・左明貴子 
上田美帆・吉田しおり・小磯優子・野村順子

クラブ週報
編 集 担 当

会長報告（秋葉良子会長）
特別例会は200名以上の大人数にお集りいただき大盛況でした。女

性でも男性に手助けしてもらえばこれだけのことができることを心
から喜ばしいと思いました。石破先生のお話にあった「今を知り、
日本を知り」そのことをロータリアンとして大事にして活動してい
きたいと思っております。ご協力大変ありがとうございました。

幹事報告（富田洋平幹事）
・本日の配布物は週報のみです。
・�来週11月27日（月）は特別例会（11月16日）の代わりにお休みと

なります。
バナー交換
岐阜長良川RC浅野勝史様に初めてメーキャップいただいたので、

バナー交換いたしました。
ポールハリスフェロー賞授与（石井本子会員）

　先週欠席のため改めて秋葉会長からバッヂが交付されました�
（3000ドル達成、星2つ）。

RLIセミナー報告（時枝紀子会員、福元智子会員）
（時枝会員）RLIセミナーはⅠからⅢまであり、私は今回Ⅱを終了しまし
た。ロータリー活動におけるコアな概念（「職業奉仕とは」など）につ
いて、ディスカッション方式で進めるもので、他地区からの参加者もおり、
とてもいい研修で理解も深まります。

（福元会員）グループに分かれてディスカッション方式でいろいろなテー
マについて話し合いました。初参加なので知らないことばかりでしたが、
他のRCの実情も分かり、当クラブが大変よいクラブだなと実感しまし
た。次は来年2月ですが、皆さんと一緒に参加できればうれしいです。

イニシエーションスピーチ
　椎野登貴子会員

・入会間もなく入れていただいたイニシエーションス
ピーチの予定日に私が緊急入院して流れてしまい、
その後機会が無く今回湯浅プログラム委員長のご尽
力で実現し大変ありがとうございました。

・私は人生には2つの生き方があると思っています。
1つは目標を持ってひたすら努力をしていくタイプ
で、アイススケートの羽生君など素晴しい若者たちが現われています。

　　もう1つは出会いによって刺激を受けて道を切り開いていくタイ
プで私がそのタイプです。特に目標はなく結婚して子育てをしてと
考えているうちに3人の恩師に出会って今の道に達したのでした。

・1人目の恩師は小学校の担任の先生です。素晴しい奉仕活動をして
いる方で、大きなホールを借り切って地域のボランティア活動とし
てクリスマス会を開くなどいろいろな活動に私も参加いたしました。

　　その後中学、高校は女子高に進んだため外部との交流は禁止とな
り、大学に入ってまたボランティアに参加しました。

・青年の船
　　大学4年の22歳の時にボランティアとして総理府主宰の第4回「青

年の船」に乗り組んで東南アジア6ヵ国を廻りました。乗り組んだ
のは日本人男子200人と女子100人、アジアから30人の合計330人で
す。20歳から25歳の各ジャンルからバランスよく選ばれた若者達で
した。私は井の中の蛙で自分の小ささを痛いほど知りました。乗り
組みの青年達との会話で「将来何になるのか」という質問に当時の
私には目標としているものがなく大変恥ずかしい思いをしました。
船の旅が終って皇居へ当時の皇太子妃美智子様にご挨拶とご報告が
できたのは大変名誉なことと感激しました。

・2人目の恩師
　　帰国後不動産開発の会社の社長室に勤務しましたが、全国の土地

区画整理組合の団体の役員会社でもあり、大型開発プロジェクトを
多数手掛ける羽振りのよい会社で毎年の社員旅行は海外へ行かせて
もらっていました。

　　社長室には様々なトロフィーや世界大会の参加賞が飾ってあり、
それがロータリークラブでした。当時はスマホもない時代でロータ
リーがどういう組織か調べる術もなく、ただ社長から「奉仕と仕事
は両立するんだよ」と言われて、私もそういうものかと思うように
なりました。ロータリーに初めて目を開いて下さったこの社長が2
人目の恩師です。

・2度目の「青年の船」
　　入社5年目に又青年の船のグループリーダーとしてお誘いがあり、

会社を退職して参加しました。今回は豪州、ニュージーランド、ニュー
カレドニアの3ヵ国を廻りました。今回も大海原の盛大さに比べ木の
葉のように小さい生き物であることを自覚しました。青年の船の乗り
組み青年達とはその後も付き合いが続き、娘達がモルジブに旅行した
ときは「船」のOBが支配人のホテルにお世話になったりしています。

・社会保険労務士受験と3人目の恩師
　　結婚して子供2人を育てているころ、自宅に81歳の来客があり、労

働問題についてお話しされ、私がつい「面白いですね」と言ってしまっ
たところ、その方は元労働基準監督署の署長さんで著書も沢山ある方
で、労働基準法の講義をして下さることになってしまいました。

　　折角なので学生時代の友人6人と受講することにして、週3回熱を
入れて勉強しました。そのおかげで、社労士試験の合格率が8%のこ
ろ我々グループ全員が合格できたのでした。「王道こそ近道」を地で
行った結果ではないかと思っております。

　　合格後は年金問題の講師や実務相談などをして主婦との二足のわ
らじを履いていましたが、今から25年前に女性社長から「顧問になっ
て下さい」との申入れがあったのを機会に正式に事務所を開設する
こととしました。今では息子も事務所で働いてくれていますので、
あと数年でバトンタッチしたいと思っています。

・社会保険労務士の仕事は、健康保険、介護保険、年金保険、労災保�
険、労務相談など多岐に渡るものです。

　　女性の社労士はまだまだ少ないのですが、その中で丸山冨美江会
員はパイオニアの一人で立派な活動をされ、仕事とボランティアを
両立されて素晴しい方だと思っていましたが、不思議なご縁で当ク
ラブに勧誘していただき本当に感謝しております。

　　今年のパワフルな秋葉会長から引継いで次年度をうまくやってい
けるか大変緊張しておりますが、一つ一つ堅実にすすめたいと思っ
ておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。� （要約文責宮下）

クリスマスコンサートのお誘い（福元智子会員）
　東京中央RC主催、当クラブ協賛で12月7日に子供達向けのクラシッ
クのクリスマスコンサートがあります。育成園の子供達も参加しま
すので、是非皆さん参加下さい。

クリスマス合同例会のお誘い（黒岩友美会員）
　12月21日（木）東京中央RCと合同のクリスマス例会が開催され
ます。子供達を沢山呼ぶために屋台を沢山出す計画です。私の歌（5曲）
もあります。皆さん是非参加下さい。

にこにこ合計 22,000 円 / 今期累計 429,180 円

にこにこ合計 130,000 円 / 今期累計 407,180 円

浅
（岐阜長良川RC）

野 勝 史 様� 東京でメーキャップははじめてです。女性が殆んどのクラ
ブですのでロータリーの友に掲載があったのを例会で発
表してくれたので、伺いました。

武
（東京中央RC）

正 雄 様� 先週の夜間例会は、盛会にて無事終了おめでとうござい
ます。中央新の皆様お疲れ様でした。

秋 葉 良 子 会 長� 先日の特別例会は、大盛況の中無事に終える事ができ皆
様のお陰と感謝して居ります。本当に有難うございました。

かづきれいこ会員� 寒くなりました。無料のインフルエンザの注射をしました。気
持ちが複雑です。皆様気をつけて下さいませ。

清宮普美代会員� 昨日はひさしぶりにゆっくりした誕生日休日でした。青い空、
澄んだ空気、世界に“ありがとう”という気持ちなのでニコニ
コします。

田 中 結 加 会 員� 今日は2人で参加させて頂きますのでニコニコします。
時 枝 紀 子 会 員� めっきり寒くなりました。体調に気を付けましょう。

細田英明歴代会長（東京中央RC）今日は楽しく過ごさせて頂きます。／小久保
二夫様（東京中央RC）おめでとうございます。／小髙愛二郎様（東京中央RC）特別
例会おめでとうございます。／阪下章様（東京中央RC）／鷺秀正様（東京中央RC）
盛会おめでとうございます。／佐々木憲一様（東京中央RC）講演会楽しみにし
ています。／武正雄様（東京中央RC）／田中智様（東京中央RC）／西嶋英夫様�
（東京中央RC）世界平和／三田清会長エレクト（東京中央RC）特別例会おめでとうござ
います。／宮澤國雄様（東京中央RC）／村上隆男様（東京中央RC）楽しみにしてま
す。／村木爲男様（東京中央RC）3人分です。会社の仲間をつれて来ました。
／村松文雄様（東京中央RC）東京中央ロータリー　村松です／森倫洋様（東京
中央RC）講演楽しみにしております／八幡恵介様（東京中央RC）石破大臣のお
話楽しみにしています。／山田和久様（東京中央RC）／大盛敬子会員　本日は
楽しみにしております。／かづきれいこ会員　石破さんの御講演とても楽しみ
です!�皆様頑張ってまーす!�／小池富美子会員　グアムに住む息子の所に�
2人目の女の子が誕生致しました。出産後1日で退院するグアム事情により、
お手伝いに行っておりました。長のお休みでごめんなさい。／後藤啓二会員
　いつもありがとうございます。／田中結加会員　石破様のご講演に感謝で
ございます。／遠藤道紀様（秋葉会長ゲスト）／斯波幹和様（秋葉会長ゲスト）／�
斎藤晴朗様（秋葉会長ゲスト）／松谷喜雄様（秋葉会長ゲスト）／山本柳二様（秋葉会
長ゲスト）／久保田翔士様（石原忠始会員ゲスト）／諏訪智美様（石原忠始会員ゲスト）／
北村徳次郎様（大盛敬子会員ゲスト）

第 681回の累計額に誤記が発見されたので今回正しく修正しました。

出席率 61.54% （出席者29名+メーキャップ3名／正会員55名-休会3名）
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