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第2745回 村山年度 第11回  会報  2016 9-21  司会 豊田哲司君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  藤﨑善隆君 （出席規定の免除会員数5名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 9月21日 38（5） 31（2） 7（3） 88.6％ 

前回 9月14日 38（5） 30（2） 8（3） 85.7％ 5人 100％ 

 皆様こんにちは。本日は、19日の敬老の日
にちなんで少しお話しいたします。 
 総務省が18日発表しました人口推計による
と、女性の総人口に占める65歳以上の割合が9
月15日時点で30.1%と、初めて3割を超えまし
た。男性は24.3%で、男女を合わせると前年か
ら0.6%増の27.3%だったそうです。数でいいま
すと、65歳以上の人口は73万人増の3461万人
で、割合、人数とも過去最高を更新しました。
そして、後期高齢者医療制度の対象となる75
歳以上は1697万人で、総人口の13.4%だそうで、
そのうち女性が1037万人、男性は660万人だそ
うです。この推計は、2015年の国勢調査の人
口速報集計を基に、その後の出生・死亡者数
から算出されてもので、かなり精度が高い数
値だそうです。これは欧米の主要6か国との比
較でも最も高く、日本の高齢化が急速に進ん
でいることがわかります。 
 また労働力調査によると、2015年に職に就
いていた高齢者は、730万人で12年連続で増え、
過去最高を更新しました。その約半数の360万
人が企業などに雇用されており、その74%が非
正規雇用（パート・アルバイト）だそうです。 
就職率でいいますと21.7%で、米国18.2%カ 
 

ナダ12.8%など欧米6か国より高いそうです。 
    「日本経済新聞及共同通信社より」 
 このような状況の中で、実を申しますと私
どもタクシー業界でも、運転手の高齢化が進
んでおります。昨年の県内運転手の平均年齢
が62歳前後でしたから、来年は63歳を超えて
しまうかもしれません。4年後の東京オリン
ピックのときは何歳になっているのでしょう。
先ほどもありましたように、日本全体が急速
に高齢化が進んでいるのですから、私どもの
業界に限らずあらゆる分野に及んでいると考
えて間違いないと思います。 
 このことは、イコール若い労働力の不足も
急速に進むということで、労働集約型の事業
活動を担っている経営者にとっては、極めて
深刻な事態と言わざるを得ません。過日も、
ある銀行の支店長さんとお話をしている中で、
求人をしても一向に応募者がないとのことで
した。銀行がですよ。 
 いま、アメリカの大統領選挙のさ中で、あ
る候補者は不法移民排斥を声高に唱えていま
す。一方、欧州連合の掲げる域内人の移動自
由の原則のもと、大勢の難民が押し寄せ大変
な問題になっています。しかし、考えてみて
ください。ある程度の秩序を保てば、労働力
確保という点では全く心配はありません。そ
してそれは、生産性の向上をもたらし、同時
に消費者あるいは納税者にもなり得る訳です。 
以前、世界一人口密度の高い国バングラ
ディッシュの女性へのインタビューの中で、
「物と金はグローバル化で国境は無くなった
が、人の移動の自由という国境は以前のまま
だ。結局、貧しい国は搾取されるだけで、こ
れからも貧しいままだ。」このような内容の
話をしておりました。 
 また、先のラグビーワールドカップでの 
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日本代表の活躍とそのメンバー構成を振返っ
てください。多くの外国人がその中枢を担っ
ており、30年前でしたら日本代表とは言えな
い。などと言われたと思いますが、私は全く
違和感なく応援し、そして感動しました。先
のリオオリンピック男子400mリレーも銅メダ
ルを勝ち取りました。そのメンバーの一人も
黒人系の日本人でしたが、むしろ爽やかさを
感じました。 
 色々お話しいたしましたが、そろそろ日本
も「人の鎖国」をやめて、あるいは緩めて、
人のグローバル化について真剣に考える時期
ではと思っております。以上で本日の会長挨
拶といたします。ご清聴ありがとうございま
した。 

第11回幹事報告を致します。 
 ガバナー事務所より、11月3日の会員増強セ

ミナー開催のお知らせが届きました。平山
博会員増強委員長にお渡ししました。 

 ガバナー事務所よりロータリーリーダー9月
号が届きました。回覧致します。 

 西那須野ロータリークラブより週報が届き
ました。回覧しております。 

 第1回インターアクト合同会議開催のお知ら
せが届きました。石山桂子青少年奉仕委員
にお渡しいたしました・ 

 先週に皆様にお伝えした新入会員推薦の件
です。1 週間経ちましたが、異議申立ては
ありませんでしたので推薦者の方は入会へ
向けてよろしくお願いします。 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けま
すので、報告のある委員会は報告願います。  

 村山年度ゴルフ愛好会 髙木慶一君 

 村山年度第1回ゴルフ大会を10月9日（日）
那須野ケ原CCで開催します。今参加申込書を
回覧してますのでご記入下さい。 
 先週の例会で村山年度の計画を発表しまし
たが、2月12日（日）はIMの翌日なので2月19
日(日）に変更いたします。 

 米山記念奨学会 時庭稔委員長 

 米山記念奨学会より報告させて頂きます。
2016-2017版、豆辞典を皆様のボックスに入れ
ておきますので宜しくお願い致します。 

 親睦委員会 吉光寺政雄委員長 

 皆さんこんにちは。親睦委員長の吉光寺で
す。来る10月5日親睦委員会で観月会を開催い
たします。本日は費用についてご案内です。
月初の理事会において協議頂き、会員・奥様
ともに参加者負担は無しで行います。無料だ
から来てください、というわけではありませ
んが奮ってのご参加をお願い申し上げます。 2 



 職業奉仕委員会 荒牧明二委員長 

 皆さんこんにちは、職業奉仕委員会から会員
手帳2冊ボックスに入れておきましたので、お
持ち帰りください。 

室井次男君 

藤崎善隆君 秋のお彼岸です。暑さ寒さ
も････。その通りになりまし
た。体調崩さぬようにしま
しょう。 

荒牧明二君 今日は新米を食べました。お
いしかったです。 

月江寛智君 卓話させて頂きます。 

会員選考/職業分類 月江寛智委員長 

 1905年2月23日、ポール・ハリスの発案で創
立された社交クラブは、3月23日8名の会員を
集めシルベスター・シールの事務所で第3回の
例会が開かれ、クラブ名がロータリー・クラ
ブと決定されました。親睦と相互扶助で「一
人一業種」と2週間に1度の会場もちまわりの
会合で会員が増え、会員の事務所を例会場と
することが不可能となり、ホテルやレストラ
ンで開くことになってゆきます。 

プロジェクターの画像 

 当初のロータリークラブは商売上の取引が会
員間の信頼で保証され、物質的互恵関係でシカ
ゴ・クラブは増大しましたが、1906年4月ドナ
ルド・カーターの入会拒否事件が起こります。  
 物質的互恵で入会を進められたカーターは、
「職業を通じて社会に貢献することが自分が存
在する証になるのであって、自分達だけの利益
にこだわって社会的に何もしない団体に将来性
も魅力もない」とし入会を断りました。これを
境にシカゴ・クラブの定款に社会に奉仕する項
目が付け加えられ奉仕の概念が芽生えます。 
 しかし、親睦と物質的相互扶助に支えられた
シカゴ・クラブは、ポール・ハリスの会員増強
とクラブ拡大、奉仕理念の確立という目標から
次第に離れ、会長の任期途中の1908年10月会長
を辞任します。 
  

 社会奉仕委員会 室井次男委員長  

 今月24日ふれあい広場が開催されます。お
手伝い頂きお骨折りかけますが宜しくお願い
します。8時30分ごろお集まり頂ければと思い
ます。雨天で中止の場合には当日メールにて
参加される方にご連絡致します。 

村 山 茂 君 現況報告遅くなって申し訳あ
りません。来週の例会には完
成予定です。 
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次回例会          平成 28 年9月28日        担当 スマイル 
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

9月21日欠席(敬称略) 
澤田吉夫・瀬尾紀夫・深町 彰・安藤讓治 
秋葉秀樹・大森貞男・黒澤洋一 

前回 9月14日分メークアップ(敬称略) 
小野安正・鳥居輝一・鈴木久雄・神山徳久 
髙木慶一 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

 1910年、16クラブまで拡大したロータリー
クラブの連合体である全米ロータリークラブ
連合会が組織され、ポール・ハリスはその初
代会長となり、職業奉仕理念を構築したフレ
デリック・シェルドン、事務総長のチェス
レー・ペリーの活躍で発展し、これがやがて 
国際ロータリーとなります。 
 その間、異業種間の情報や経営のアイデア
は会員の企業収益を順調に増大させて精神的
互恵関係も高まり、そこから職業倫理が考え
られ、「ロータリー倫理訓」「四つのテス
ト」が生み出されます。 

 「親睦」と「物質的互恵関係」から「一人
一業種」の会員組織で始まったロータリーク
ラブは、アデショナル会員、パスト・サービ
ス会員、シニア・アクティブ会員など、様々
な会員の種類を付加しながら拡大しましたが、
やがて世界の職業分類に対応できず、1968年
に標準職業分類表の作成を放棄し、職業分類
表作成を各クラブに委任します。 
 1970年には一定条件を満たせば自動的にシ
ニア・アクティブ会員になると変更され、一
人一業種制は事実上崩壊し、2001年規定審議
会で正会員と名誉会員に会員の種類が統合さ
れ、一業種5名となって一人一業種の職業分類
制度は廃止されました。 
 新しい2016年のクラブ定款では、第10条、
会員資格条件に、善良高潔でリーダーシップ
があり、職業上地域社会で良い評判をうけ地
域社会や世界に奉仕する意欲のある成人とし、
第９条では会員身分規定に柔軟性が認められ
ました。 
 職業分類制度はロータリーの歴史でもあり、
今回の規定審議会の定款変更をうけて、今後
会員増強にどう取り組むかがクラブの課題で
す。 

１９８２～１９８３黒磯ロータリークラブ職業分類  

 プロジェクターの画像  

 プロジェクターの画像  

プロジェクターの画像  

２００４～２００５黒磯ロータリークラブ職業分類  

２００７～２００８黒磯ロータリークラブ職業分類  
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