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【出席報告】
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通算出席率 83.88%
5/8メークアップ1名・萬来会員（理事会）
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会長

こんにちは。本日は当クラブの53周年、創立
記念日です。1966年5月22日に創立し、ちょう
ど例会日にあたりました。また先ほど荒木会員
が叙勲されて挨拶をされましたが、日頃の功績
が認められ叙勲されたこと誠におめでとうござ
います。心よりお祝い申し上げます。
さて、先だって富里ロータリークラブの35周
年記念式典に行って来ました。第10グループか
らは会長幹事のみの参加でした。他に橋岡ガバ
ナーをはじめ、県会議員、市長、台湾の頭份
ロータリークラブからは沢山のロータリーアン
が来られました。式典は秋葉会長の挨拶から始
まりましたが、富里ロータリークラブは35年前
の昭和59年5月7日に八街ロータリークラブをス
ポンサークラブとして28名のチャーターメン
バーで設立され、翌月の6月1日にRI認証、6月
17日に認証伝達式が行われたとのこと、今現在
チャーターメンバーは5名おられるそうです。
設立された翌年には台湾の頭份ロータリークラ
ブと姉妹クラブとして交流が始まり、

山本 和男

手に手つないで

【ニコニコボックス】
◇家族会のクイズで１等をとりました。
荒木さん叙勲おめでとうございます。
高橋 宏一会員
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今に至っているそうです。富里ロータリーク
ラブの現会員数は35名ということですが、大
変若い方が多くおられました。祝賀会のアト
ラクションに於いても、ライブという形の若
者向けの大変活気のある出し物でした。また
台湾の方々との言葉の壁もポケトークとかい
う翻訳機を使い、会話をされていました。台
湾の方々はスマホの翻訳アプリを使ったりし
ていました。さすがに長年外国の方との交流
をされているクラブだなと非常に感心しまし
た。八街クラブに於いても台北芝山クラブと
の友好クラブとして接していくには、まずは
言葉の壁を無くす、このような便利なメカを
使っていったら良いのではと感じました。

【叙

勲】

荒木会員が春の叙勲で旭日双光章を受
章することになりました。会員一同で
祝意を表します。おめでとうございま
す！

【台北芝山ＲＣ訪問・報告】

◎受贈週報

5月17日の台北芝山ロータリークラブでの8周
年記念式典に生形・荒木・小久保の3名で参加
してきました。芝山ロータリークラブは、現在
会員数30名だそうです。式典は6時30分から始
まり、3521地区ガバナーや兄弟クラブ会長、ガ
バナー補佐などが出席されていて、そのほか
ロータリアンのご家族など総勢130名程の盛大
なパーティーでした。
最初に90分の式典を行い、その中には本年度
会長の挨拶、次年度会長の挨拶などがあり、そ
の中で私も八街ロータリークラブを代表してご
挨拶をし、その様子がプロジェクターに映し出
されていました。また記念品として富士山の絵
の七宝焼きを贈呈致しました。
式典が終わると、プロによる歌やダンスが盛
大に繰り広げられ、9時30分ぐらいに終わりま
した。今回で3回目の出席でしたが、台湾のク
ラブの勢いには毎回圧倒されます。
２年後には台湾で国際大会が開かれ、その時
の式典は国際大会の前日に行われるそうなので、
大勢の会員の方々の参加をお願い致します。

・八日市場ＲＣ

【お祝い】

小久保会員のご子息（長男）が
ご結婚されました。
おめでとうございます！
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【誕生月卓話】

幸 克己会員

プールですので80往復を2時間以内に終了する
ことをノルマとしています。
泳ぎの4分の3はクロールと背泳ぎで、4分の1
をバタフライと平泳ぎを交えます。クロールと
背泳ぎでは、筋肉、肩、肘、膝、の使い方が真
逆で体幹を鍛えることが出来ます。
水中ウォーキングでは、正面歩きと後方歩き
を交互に腕を大きく振り、体をひねりながら、
大股で歩きます。
お陰様で、肩こりはなく、四十肩や五十肩の
経験もありません。しかしながら、ぎっくり腰
はたまにあります。
こんなパワフルじいさんですが、毎朝測る体
組計の体内年齢は45歳～49歳のゾーンで推移し
ています。70代になっても、距離こそ半分に
なったとしても、気力と体力の充実を維持する
ために、水泳を続けていきたいと考えています。

～私と水泳～
こんにちは。今月の22日で61歳になりまし
た。現在妻と二人暮らしですが、娘は三人お
ります。長女は、5月16日生れで私と4日違い
です。二人目は、残念ながら流産しました。
次女は、12月12日生れで妻の誕生日と同じ日
です。三女は5月20日生まれでなんと私と同じ
誕生日です。ゴルフに例えますと、4ホールで
ホールインワンが二つ、ニアピンが一つ、OB
が一つと確立としては、天文学的な数字とい
【誕生月卓話】
増田 繁幹事
うことになります。
ちなみに、長女には三人の子供、次女には
二人の子供がおりますので、私は孫五人に囲
まれたおじいちゃんであります。
さて、前置きはこのくらいにしまして、本
日はこのような場を設けていただきましたの
で、「私と水泳」というタイトルで卓話をさ
せていただきます。
中学、高校は水泳部に所属していました。
大学では、日本水泳連盟の水泳指導員の資格
を武器に、スイミングクラブで水泳指導員を
行っていました。3歳の幼児から70代の男女ま ～地方創生と企業経営～
全国至る所の街でシャッター商店街があり、
で教えていました。
中小零細企業の後継者難による廃業が起こって
時給は1,500円、日曜日の自閉症クラスでは
2倍の3,000円でした。当時のマクドナルドの いる。地方が疲弊した原因は何かと考えた時、
時給が700円程度でしたので、待遇面では大満 大手食品スーパー、衣料品、家電、日用雑貨、
足でした。週3回、1日当たり4時間で7万円以 ロードサイドの大型店の進出による中小商店街
上の給料をもらっていましたので、趣味と実 の衰退。農業就労人口の老齢化、後継者難、若
益を兼ねた効率的効果的なアルバイトでした。 年層の町外転出等があげられる。
教えることの難しさや楽しさ、上手になっ
ていくプロセスを肌で感じることが出来まし ◎旧大店法（1974～2000）
500㎡超 大規模小売店舗
た。
開店日、売り場面積、閉店時刻、年間休業数
何よりも喜んでいる生徒の顔を見るのが楽
等の規制あり
しみでした。この経験は、現在の職場でも活
消費者またはその団体、小売業者またはその
かしています。
団体、学識経験者等地元と調整義務あり
私は、休日予定が入っていない時間があれ
※まちづくり３法・・・・中心市街地活性化
ば、プールに行って体を鍛えています。泳ぎ
法、大店立地法、改正都市計画法
で2,000m、水中ウォーキングで2,000m、25m
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◎大店立地法（2000～）
1,000㎡超の大規模小売店舗 殆ど規制なし
地域商業の空洞化・・・地域経済全体の規模
縮小
所得の域外流出が大きくなる。

④国家プロジェクト…大規模な立地 施設
筑波学園都市
⑤大学誘致…大学、専門学校、研究施設を集積
若手人口を継続的に流入させる
定住？ 勝浦市武道大学
⑥コンパクトシティ…将来の人口減少を見越し
て機能を中心に集約する
役所・病院・公共施設

スクラップ＆ビルド・・・焼畑商業、不採算
店舗即刻閉店
吸収できる需要がもはや期待できない。
◎人口はこれから急激に減少する
2020年 第一次ベビーブーム
団塊の世代
1947年75歳 2,696,638人
第二次ベビーブーム 団塊の世代Jr 1971年
50歳 2,091,983人 2013年 1,029,800人
団塊Jｒ‥… 就職氷河期（バブルショック、
リーマンショック）非正規雇用率の高さ
少子・高齢化＝市場の縮小（需要が少なくなる)
年金経済（高齢市場にどこまで依存できるか）

◎地方創生
地方には仕事がない‥…
仕事があれば

就職先がない‥…

①仕事があれば

↗

⑤経済が活性化

④子どもが生まれる

②人が集まる・残る

↙
←

八街の基幹産業は農業である。
・後継者育成
・農業関連産業の充実
・野菜の加工販売・６次産業化・落花生の
・新商品開発
・農業体験ツアーの企画
・低売上げ高利益で経営の成り立つビジネス
◎個企業の対応策は
・ニッチ（すき間）産業
異化・利益率の高い職業

↘

↖

◎八街市としての対応策は
地域経済の活性化が最重要である。
基幹産業の収益をいかに地域内に残存させるか。
他地域の住民の消費をいかにして自地域内に振
り替えさせるか

・同業差別・差
・ネット（通販）

＊地域から出ていくお金より地域に入ってくる
お金を多くするのが基本原則

③人口が増える

観光ビジネス…ハードでなくてソフト
人、顧客の心をとらえるソフト事業

地方が元気、人口が増える、住みやすい街づくり

・住環境の整備
・子どもの育てやすい環境（保育園・幼稚
園・学童保育所）
・商店への助成
政策としては

以上この資料は私個人の見解を述べたものです。

①産業誘致…工場や大規模商業施設の誘致
コマツ 石川県に移す
企業業績によりリスクあり
②産業開発…地域の特産品を活かして産業振興
雇用の拡大、住民定着
農業・観光・林業
③ベッドタウン…同年代の転入者が多数を占め
るため一気に高齢化が進む
多摩ニュータウン

広報・公共イメージ向上委員会 ・高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・鈴木 慶夫
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