
週報                                       2016-2017 国際ロータリーテーマ 
第 2770 地区 第 8 グループ                            “人類に奉仕するロータリー” 

              ＲＩ会長 ジョン F.ジャーム 
 

越谷北ロータリークラブ    
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」   2016-2017 松井 昭夫会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 
1 

 

第 2001 回例会記録    
平成 29 年 5 月 10 日   
司会 ： 鈴木 英男    編集 ： 関 雄二郎 

会 次 第 
1．点鐘 
 
2．君が代・ロータリーソング 
   『 奉仕の理想 』 
3．お客様紹介 
   越谷 RC 幹事    平田 徳久 様 
   同プログラム委員長 豊田 高行 様 
   元青少年交換留学生   シンディ様 
   青少年交換留学生      コリン様 
4．結婚・誕生日祝い 
           
5．会長卓話 
 
6．幹事報告 
 
7．委員会報告 
 
8．スマイル報告 
 
9. 青少年奉仕フォーラム 
   顧問 瀬戸 てる美 先生 

獨協埼玉高等学校インターアクト 
10．出席報告 
 

次回例会案内 平成 29 年 5 月 24 日 
      

ロータリーの行動規範 
雑誌記事紹介 

 
 
 
 
 

  

 

2016～2017 年度                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 会長卓話  

 
松井 昭夫 会長 

皆さんこんにちは、4月26日の2000回例会にご出

席頂き大変有難うございました。 
今日は人材が容易に集まらないと言う我々の悩み、

状況は皆さんも同じかもしれません。このまま同様の

状況が続くと労働力不足で会社の企業活動に影響

が出る、と言うこともあり得る話です。現実にヤマト運

輸も運転手がいなくて運賃を値上げする傾向に成っ

ています。それが要因と成り、企業の中には、鉄道

にシフトする動きも有りますね。我々もそういう意味で

は、これからも企業を継続するに当り、人材確保に

ついてしっかりともう一度見直していく必要が有るの

ではないかと思います。 
今日は、3年前の新聞記事が現実となって来た事

を感じておりますのでお話ししてみたいと思います。 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                  会 長 ： 松 井 昭 夫 

例会場：越谷市千間台東 1-1-6 クオレ千間台 2Ｆ                              副 会 長 ： 一 柳 昌 利 

T E L  048（975）9898                                        幹 事 ： 須 賀 篤 史 

F A X  048（977）3741                                                  会報委員長 ： 並 木 勇 一 
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【大労働力不足時代が来る】 
2012年10月に4.1%だった失業率は今年3月には

3.6%に低下し、同じく0.82倍だった有効求人倍率

は1.07倍に上昇した。 
賃金も緩やかに上昇し、日本の生産年齢人口は

1995年の8,730万人をピークに減り続けており2013
年10月1日現在7,900万人になった。全人口に占め

る比率も同じ期間で69.5%から62.1%に低下した。こ

れに伴い労働人口も98年の6,793万人をピークに

減り13年は6,577万人となりました。15年間で約216
万人も減ったことになる。労働力が減ってきたにもか

かわらず現実には労働力不足が発生せず、逆に雇

用情勢の悪化を懸念する状態が続いてきた。これは、

労働力の供給も減ったが、経済実態面で労働力の

需要がもっと減ったからである。表面化しなかったが、

潜在的な労働力不足要因は、常に底流にある労働

力の天井はどんどん低くなっていったわけである。

景気が好転して労働需要が拡大に転じると、日本経

済はたちまち労働力の天井にぶつかってしまった。

これが突然やってきた労働力不足の理由である。今

後の労働力人口は、趨勢として減り続ける事は確実

である。 
長期的視点から女性、高齢者の労働参加率が高

まる様な環境を整え、外国人労働力の選択的流入

を促していく必要がある。また企業は、労働環境を

整備して人材を確保していかないと国内で生き残れ

なくなるだろう。 
【2014年大労働力不足時代に入った年として長く記

憶される事になるであろう】 
人口学では65歳以上の高齢者率が、人口全体の

7%を超えると『高齢化社会』と言い、14%超を『高齢

社会』と呼ぶが、日本が高齢化社会になったのは

1970年、高齢社会を迎えたのは1994年でたった24
年しか掛かっていない。ドイツは40年、イギリスは46
年、アメリカは72年、フランスは、126年掛かっている

のである。韓国は18年、中国の25年は、日本より速

いか或は同程度だが、どちらも2010年の時点では

14%を超えておらず、問題は表面化してない。その

先頭を突き進んでいるのが日本なのである。 
2010年日本の高齢者率は20%を超えており、早く

も2024年には30%の大台に乗ると予測されていま

す。そんな事で是からは、如何に女性と高齢者も含

めて企業に取り込んで行くか？が、企業として生き

残る道かもしれませんね。 
 
 
 

 お客様挨拶  

 
越谷ロータリークラブ  
幹事 平田 徳久 様 

プログラム委員長 豊田 高行様 
 

 
 元青少年交換留学生 シンディ 様 
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青少年交換留学生  コリン 様 

 幹事報告  

 
須賀 篤史 幹事 

・越谷 RC、越谷中 RC より 5-6 月の例会案内が届い

ております。 
・ロータリーの友 6 月号にバリ島での事業の記事が掲

載されます。 
2000 回例会記念品贈呈 

 
チャーターメンバー 髙𣘺 正美 会員 

 委員会報告  

 
社会奉仕委員会 
大濱 裕広 委員長 

4月9日に行われました越谷北RC 柔道大会に参加

されたインドネシアの子供たちからの感想を発表さ

せて頂きます。 
RATIH(ラティ) 小学 4 年生女子 
 私は生まれてはじめて、私の村ギャニャール県

ブルアン町から外へ出たのが初めてで、なにもが

夢のようで、別の世界へ来たように思いました、

日本で思ったことは、「ゴミが無くきれいだという

ことと・自動販売機がどこにでもあり、よく盗ま

れないものだと思いました。食べ物もおいしいし、

飲み水やトイレが無料なのも驚きました。日本へ

行けたのも柔道をしてよかったと思いました。 
 RAIL(アゲール) 小学 4 年生男子 
 僕はお休みが長い時には家族で旅行に出かけま

すので、飛行機には何回か乗ったことはあります

が、今回のように長い旅は初めてでした、飛行機

の乗換えや待ち時間が長く退屈しましたが、日本

へ行けるとのことで、気持ちはウキウキでした。

日本はきれいで食べ物もおいしく特に僕は「とん

こつラーメン」が好きです。桜の花をバリ島でテ

レビで見ておりましたが、本物を見てまたきれい

なことを感じました、でも寒さが僕には嫌でした。

柔道の試合では自分から転び負けましたが、今度

日本へ来るチャンスがあればまた柔道の練習をた
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くさんして強くなりたいです。 
 DWI(デウィー)小学 5 年生女子 
 私は自分の街から初めて外へ出ました。それも

バリ島から遠く離れた日本へ不安と期待感でいっ

ぱいでした。柔道の試合は 1 回戦が 20 秒ぐらい

で負けましたが、初めての大きな試合でしたので、

足が宙に浮いたようになり、「あっ」という間の負

けでした。2 回戦では何とか自分の力を出せたの

で勝つことができましたとてもうれしかったです。

日本はとてもいい国だと思いました、食べ物もお

いしいし、どこへ行ってもきれいです。できたら

日本で住みたいと思いました。  
HENDRA(ヘンデラー)小学 6 年生男子 
 僕は今回日本へ行けることができたのも柔道を

したからです、お父さんに言われて柔道を始めま

したが、はじめはあまり好きではありませんでし

た、でも友達が柔道の練習で、できて頑張ること

ができました。日本へ行くことが決まってからお

父さんにカメラを買ってもらい早く日本へ行きた

くて楽しみでした。日本の成田飛行場へ降りた時

とても寒さを感じました。バリ島との違う世界へ

来たことを感じました。気持ちが高ぶり何でも体

験しようと思いました。やはりお父さんから聞い

ていたようにきれいです、ごみひとつない街、食

べ物もおいしい、僕は特に「牛丼」が好きで、「と

んこつラーメン」も大好きになりました。柔道試

合には 1 回戦は自分の実力を発揮できず簡単に負

けてしまいました。2 回戦は何とか頑張り勝ちま

した「日本の子どもに」勝った。 
これからもずっと柔道を続けていきます。今回日

本へ行けたのは仙石先生のおかげや仙石先生を応

援してくれています日本の皆様方がいると言う仙

石先生のお話を聞いて本当に日本の人は優しい人

たちが多い国だと感じましたありがとうございま

した。 
  

GALUH(ガル)小学 6 年生女子 
 私はこの度日本へ行けることに感謝します。お

父さんやお母さんもこのバリ島から 1度も他の場

所に行ったことが無いのに、私が憧れの日本へ行

けることに家族はわたくしよりも興奮していまし

た。柔道試合では 2 回とも負けましたが、これか

らも柔道を続けていきます。できましたらもう一

度日本へ行きたいです。でも寒い時には考えます。

日本の好きなところは「食べ物が美味しい」「町の

どこでもきれい」「規則正しく生活している」「電

車の中でも静かにしている」「大きい声で話してい

る人はいない」「交通ルールを守っている」「バイ

クが少ない」インドネシア・バリ島でもこれから

は日本の素晴らしさを真似すべきだと思いました。 
お父さんやお母さんが許してくれたら日本で生活

したいです。ありがとうございました。 
 
 

  結婚・誕生日祝い   

 
  結婚祝い 山本 正乃 様・本間 睦人 様 
         大濱 裕広 様 
  誕生祝い 黒田 幸英 様・堀野 眞孝 様 
         本間 睦人 様・長谷川 真也様 
～～～～～～おめでとうございます～～～～～～ 
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・越谷ロータリークラブ幹事 平田徳久様、プログラム 
委員長 豊田高行様ようこそ。獨協埼玉高等学校の 
皆様、コリンさん、シンディさんようこそ 

松井昭夫 須賀 篤史 
・本日はお客様の多い中お邪魔させて頂き誠に申し

訳ございません。過日の越谷 RC公開例会に多くの

皆様ご参加賜り大盛会でしたこと心より感謝申し上

げます。有難うございました  
越谷RC 平田徳久 豊田高行             

・獨協埼玉高等学校インターアクトの皆様ようこそ 
越谷 RC 平田幹事 豊田様ようこそ   
                  小林 操 宮﨑 敏博 

・越谷 RC 平田幹事 プログラム委員長 豊田高行様

4 月 18 日公開例会ではお世話になりました 
獨協埼玉高等学校インターアクト、瀬戸先生、本日

の青少年奉仕フォーラム宜しくお願いします 
鈴木 英男 

・例会場に久しぶりに来ました、お客様ようこそ 
                          太田 靖彦 
・越谷 RC、豊田さん 平田さんようこそ  髙𣘺 正美 
・大勢のお客様ようこそ。コリンの留学生活もあと 2 か

月余り、是非皆様色々連れ出してあげてください 
                        小宮山 大介                                        
・お客様ようこそ   
大熊 正行 松﨑 義一 髙橋 忠克 関 雄二郎 
新沼 徹 近藤 慎吾 伊藤 純  

・今日は沢山のお客様お出でいただき有難うござい

ます、ごゆっくりして下さい        鈴木 由也 
・誕生祝いありがとうございます。 

堀野 眞孝 長谷川 真也 本間 睦人  
・誕生祝有難うございます。平田越谷 RC 幹事、イン

ターアクトの皆様はじめ多くのお客様ようこそ  
黒田 幸英 

 

・本日は結婚祝いありがとうございます。結婚 35 年に

なりました                    山本 正乃 
・世界平和のために、本日結婚祝いありがとうござま

した                      大濱 裕広 
・青少年月間卓話よろしくお願い致します 
                          小林 光則 
・シンディさんお久しぶりです。大人っぽく成りました

ね                        会田 謙二 
・シンディお久しぶり、コリン先日はどうも 長島 洋一 
・シンディお久しぶり、世界旅行 1 人旅気をつけてね 
                          関森 初義 
・本日も宜しくお願いします           川島 徹 
・歩行困難の為、移動例会は欠席させて頂きます 
                          櫻井 智之 
・急遽仕事が入り、本日来週例会を欠席させて頂きま

す。申し訳ありません              菅山 浩 
 
 
 

出席報告  
会員数             52 名 
出席免除者          14 名 
出席者             37 名 
欠席者             1１名 
出席率            77.0% 
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5 月 10 日 例会場 於 
獨協埼玉高等学校インターアクト・顧問教師  

 
2 年 安倍 ひなの 

私は 3 月の末にインターアクトのロータリーの方々

の支援により、韓国で貴重な体験をさせていただき

ました。初めての海外研修であったので、出国当

日はとても緊張し、何度も電車と飛行機の時間を 

確認しました。無事に着くことができて多少安心は

できたけれども、通貨の違いや、交通標識もハング

ルで表記されていたので無事に過ごすことができ

るのか、心配なことの方が多かったです。でも、ホ

ームステイ先のママが優しく迎え入れてくださって

充実した 6 日間を過ごすことができました。その 6
日間の中でも、特に思い出に残っているのは交流

会です。交流会では各国の文化紹介や、歌やダン

スを発表しました。交流会に向けて各グループ、練

習をしてきたので、本番で成功できてよかったです。

私は韓国の学生さんのダンスやテコンドーの迫力

にとても驚かされました。会場全体も、笑顔で各国

の異文化の良さに感動していました。国によって言

語も物の捉え方もそれぞれ違っているのに、互い

の文化を認め合った交流会が、私にとって素晴ら

しい経験になりました。言語の壁を超えて、偏見に

捉われずに、異文化を理解する姿勢が国際交流

のために必要だと思います。この経験は私にとって、

一生忘れない思い出になりました。そしてそのよう

な思い出を作ってくださったロータリーの方々に感

謝しています。初日はかなり不安でしたが、人との

新しい繋がり方を学ぶことのできたこの研修に参加

して良かったです。この学びをこれからの国際交流

に生かしていきたいです。今回は貴重な経験を私

たちに与えてくださって、ほんとうにありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 
3 年 小倉 菜々子 

 
3 年 古澤 未紗 
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3 年 富谷 野乃 

 

 
3 年 白井 歩乃香 

 

 
3 年 矢沢 友樹 

 
 

 
 

 
2 年 八束 茉紘 

 

 
2 年 野口 彩夏 

 

 
2 年 高橋 侑那 
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1 年 林田 梨沙子 

 
 

 
1 年 村瀬 拓海 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
顧問 瀬戸 てる美 先生 

青少年奉仕月間に伴い、普段子供たちも体験でき

ない貴重なお時間を頂き誠に有難うございました。 
次年度の8月26日、獨協大学での年次大会も併せ

てご協力の程お願い致します。 
 
 
 

インターアクト年次総会 
2017 年 8 月 26 日 
獨協大学 講堂 

 
越谷北 RC がホストクラブとしてサポートする 

インターアクト年次総会となります。 
先生や生徒と相談しながら、講演者の選定や 

分科会の内容を創り上げております。 
皆様、ご協力の程宜しくお願い致します。 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/�
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