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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2640 回例会 平成 27 年 1 月 23 日（金） 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 
◇ 四つのテスト      設楽 正行 会員 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

 金子 公久 様 

八街ロータリークラブ   
 亦平 力 様 
 

◇ ニコニコボックス 

大澤 浩一 会員：今、私立高校、中学校は入試の真っ最中です。入

試というのは事前の準備、当日の実施、発表まで結構気が揉めます。

私どもの場合、高校が前期と後期の二回、中学が前期と後期の二回、

述べ四回。今二回、無事に終わったところです。一番難しいのは、 

１００人の生徒を取りたい時に、合格者を何人出すかです。１００人

ピッタリにしておきますと、当然５０、６０は他の学校へ流れますので、１００人取りた

い時に５００人取る、これが５％狂ったら経営に大変響いてきます。多いと、教室を一つ

増やさなければならなくなります。本当にこの１％をどう読むかは侃侃諤諤の議論をして

決めるのですが、最終的にわかるのが公立の発表が終わって２日くらいです。３月７日く

らいです。それまではちょっと安心できないのですが、取り敢えず、中学と高校の前期が

終わりましたのでニコニコします。 

 

石橋 菊太郎 会員：１月１６日（金）、月曜～金曜（午後４時～４

時５２分）放送されておりますテレビ東京のＬ４ＹＯＵ（エルフォー

ユー）というで生活情報番組で菊屋の食事が紹介されました。急ぎ足

での準備でしたので事前にご案内できませんでした。番組の影響か、

お陰様で金、土、日、大変忙しかったです。 

 

諸岡 靖彦 会員：１月１７日、表千家東京稽古場にて茶道家元の年

中行事であります“初釜”に参加いたしました。まずお濃茶を戴き、

お菓子は「常盤の松」、点心のおもてなしを受けて、お薄の後には恒

例の“福引”がありました。３０人の席で、福 禄 寿 鶴 亀 の

札を引いた５名のみが当たりとなりますが、幸運にも“禄”が私の札

でした。賞品は 若宗匠の描いた羊の絵にお家元宗匠の画賛のある書

画でした。これはお宝、春から縁起が良い、心うれしい初釜となりました。 
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神﨑 誠 会員：１月１６日、交通安全国民運動中央大会が日比谷公

会堂で開催され、秋篠宮同妃両殿下ご臨席の元「お言葉」を賜り、ま

た、総理大臣（代理）衆参両議長、公安委員会委員長、警察庁長官他

の祝辞があり、優良事業所として表彰を受けました。 

 

滝沢 尚二 会員：私どももＬ４ＹＯＵにちょっと取り上げていただ

きました。先日も、夜、千葉テレビで実況していただき、娘がちょっ

と出演させていただきました。 

 

渡辺 孝 会員：大澤先生のお話を聞きまして、私の孫娘も成田高校

に無事に合格いたしまして、入学させていただくことになりました。

妹は中学入試の真っ最中です。決まりましたら来週にでもまたニコニ

コさせていただきます。 

 

 

◇ 会長挨拶    松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは。八街ロータリークラブから亦平さん、成

田コスモポリタンロータリークラブから金子さん、ようこそお

越し下さいました。ごゆっくりお楽しみ下さい。 

本日は、会長挨拶の時間を、長期計画（ＣＬＰ）委員会で半

年にわたり審議してきた「ロータリー財団の認証ポイントの有

効使用」についてお話し皆さんと情報の共有をしたいと思いま

す。 

ロータリー財団の活動については「世界中で良いことをしよう」のスローガンで活動を

行っています。この活動については別の機会にお話ししたいと思います。 

ロータリー財団に対して皆さんから寄せられた寄付のうち、年次寄付と使途指定寄付に

対し、財団から２つの認証が付与されています。一つはお馴染みの「ポールハリスフェロ

ー」の認証です。もう一つ、寄付額 1 ドルに対し 1 ポイントの「認証ポイント」です。こ

の認証ポイントは積極的にお知らせしていないこともあり、ご自分がどの位のポイントを

保有しているのか知らない方が沢山います。このポイントはエアラインのマイレージのよ

うなものです、ただ違うのがマイレージは自分自身で使うことができますが、このポイン

トは他の人に移譲するときのみ使用できるところです。 

成田ロータリークラブは、今現在クラブと個人のポイントを合わせると 14万ポイントを

保有しています。これを使用するときにどの位の金額に相当するかと言いますと、レート

を 1 ドル 100 円としても 1,400 万円に相当します。眠っているこのポイントを有効に使え

ないかと委員会で半年にわたり協議を続けてきました、そして図Ⅲの方法を取り入れよう

と委員会決定をしました、このあと理事会に諮ります。 

 

どの様なシステムか？ 

あくまでも寄付ですから皆さんの意志が大前提です。今まで通りの寄付方法はそのままお

受けしこの方法に同意いただいた時のみの方法です。 
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図Ⅰと図Ⅱはロータリー財団が推奨しているパターンですが、それをアレンジしたのが図

Ⅲです。年次寄付は 1,000 ドルでその時のレートにより日本円でいただいております。今

月は 118 円ですから 118,000 円です、今回提示するのはレートに関係なく 10 万円の寄付

とします、10 万円から 500 ドル分とポイントを保有している方からの 500 ポイントを合

わせて 1,000 ドル分として財団に寄付をします、財団からはポールハリスフェローの認証

と現金分 500 ポイントが送られます。10万円から 500 ドル分を引いた差額を「成田ロータ

リークラブ基金」に積み立てる。と云うのが今回の提案です。 

この方法は、成田ロータリークラブだからできるものです。２７９０地区８４クラブで

の毎年の寄付実績に於いて常にトップクラスの実績を積んでおり、平均で 15,000ドル程で

す。地区内には財団に対する理解の薄いクラブもあり平均すると１クラブ当たり 3,600 ド

ルです。 

今までのロータリー財団への寄付額を半分にしても、まだまだ上位の額となります。残

りの半分を「成田ロータリークラブ基金」に積立し成田ロータリークラブらしい奉仕活動

資金に、先を見据えた財源確保をする良いタイミングです。 

ロータリー財団のスローガン「世界中で良いことをしよう」に逆行するものではありま

せん。 

 ロータリー財団については、幅が広く奥が深く短時間ではお話しできません。解らない

ところは私か財団委員長に聞いてください。理事会決定の後、具体的な説明をさせてもら

いますのでよろしくお願いします。 

 

ロータリー財団認証ポイント 

 

Ⅰ．通常行われている年次寄付 

Ａさんは年次寄付として 1,000 ドルの寄 

付をしました。 

Ｒ財団からポールハリスフェロー＋１の 

認証と 1,000 ﾎﾟｲﾝﾄの認証ﾎﾟｲﾝﾄが付与さ 

れます。 

 

Ⅱ．Ｒ財団が推奨している認証ポイントの 

使い方 

  既にﾎﾟｲﾝﾄを保有しているＡさんがＢさ 

んに 500 ﾎﾟｲﾝﾄを移譲しＢさんは 500 ド 

ルの現金を寄付しました。 

合計の 1,000 ドル分としてＲ財団へ送り 

ます。 

ＢさんにはＲ財団からポールハリスフェ 

ロー＋１の認証と 500 ﾎﾟｲﾝﾄの認証ﾎﾟｲﾝﾄ 

が付与されます。 
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Ⅲ．今回提案する使い方 

  今までの方法と違うのは、Ｃさんはロー 

  タリーレートと関係なく10万円を寄付さ 

れました。 

10 万円から 500 ドル分とＡさんから移 

譲された 500 ポイントでＣさんにはＲ財 

団からポールハリスフェロー＋１の認証 

と 500 ﾎﾟｲﾝﾄの認証ﾎﾟｲﾝﾄが付与されます。 

 

10 万円から 500 ドル分を引いた残りを 

成田ロータリークラブ基金に積み立てし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 会員増強スポンサーピン授与 

成田 温 会員、鈴木 信行 会員 

 

◇ 委員会報告 

・クラブ広報委員会    堀口 路加 委員長 

例会終了後、槇の間で委員会を開催いたします。 

もう一つ、地区の米山記念奨学委員会よりご報告させていただき

ます。１月１０日、４月からの奨学生希望者の４０名に対して試

験を行いました。その中から当地区には２４名の割り当てがあり

ます。そのうち６名は２年継続ということで既に決まっています

から残り１８名の選考をし、２月の上旬にかけて合格発表ということになります。その後

世話クラブ、カウンセラーの選定などが進んでまいりますことをお知らせしておきます。 

 

・医療情報    橘 昌孝 会員 

先週の報告が９９８まで増えました。昨日、今日、当医院ではイ

ンフルエンザの患者さんが出ていませんので、少しずつ減少して

いるようです。しかしＡ型が終わりますとＢ型が流行ることもあ

りますのでご注意ください。先週お話しましたすぎ花粉ですが、

２月の半ばから本格的に飛散し始めます。既に症状のある方もい

らっしゃるようなので、そういう方は早めに薬を飲まれた方がいいと思います。 
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◇ 幹事報告   神﨑 誠 会員 

≪回覧≫ 

・週報 富里ＲＣ 11/4-12/16 

    成田空港南ＲＣ 12月分 

・出席確認と募集 

    地区大会 2/22（日） 

    新酒を楽しむ会（夜間移動例会） 2/26（木） 

    第９分区親睦ゴルフコンペ 3/12（木）久能ＣＣ 

 
◇ 卓話 

『自己紹介及び私の仕事』 

高橋 正 会員／千葉銀行成田支店支店長  

千葉銀行の高橋でございます。本日は卓話ということで機

会を頂きまして、ありがとうございます。新入会員として、

私よりも後に入会された方が、先に卓話をされていました

ので、気分が落ち着かない気持ちで待っておりました。本

日はどうぞよろしくお願いします。 

 まず、自己紹介からさせて頂きます。私は、千葉県の銚子

市に生まれました。一時期、千葉に住んでいたこともあり

ますが、基本的には人生の大部分を銚子で暮らしておりま

す。 

 ご存知の通り、銚子市は第２の夕張とも言われております。先般、千葉日報には、銚子市

の財政は大幅な人口減少に伴う、財政収入減などもあって、今年度は約５億円の赤字に陥

ると記載がありました。市民としては、財政破綻してしまうのではないかと、本当に心配

しております。本日は、卓話で人口減少問題の話をさせて頂こうかと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

私は、子供の頃から、脇目も振らず、野球一筋で育ってきました。小、中学校時代も野

球部に所属し、将来は甲子園に出て、そこで活躍して、ドラフトで指名を受けて数千万円

の契約金を受け取り、プロ野球選手になることが夢でした。父親が野球が好きで、親戚や

近所の先輩や同級生たちも、みんな野球をやっていましたので、その影響が強かったと思

います。（銚子は漁業の町として有名ですが、当時は高校野球が町中を熱狂させてしまうよ

うな町でした。 

当時、私が入学しました地元の高校は甲子園の常連校でもありましたので、夢を叶える

一番の近道であると思い、私は迷いもなく入学しまして、公式野球部に入部しました。し

かし・・・・ここから苦労が始まりました。そこには、今の時代では考えられないような、

時代錯誤の厳しい上下関係が待っていました。母校の名誉のために、３５年も前の話です

ので、時効というか、時代錯誤だ！程度で聞き流して頂ければと思います。 

わが母校の野球部の上下関係を階級でいいますと、１年生は奴隷、２年生になって平民、

３年生は神様であるという階級が存在していました。奴隷はと言うと、「ハイ」と「イイエ」

以外会話をすることを禁止されていました。奴隷は３班に分かれて、朝お昼も晩も毎日の

ように先輩の買い出し係り、用具の整理係り、グラウンドの整備係りに分担された業務が
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決まっていました。その程度のことであれば、割り切れる部分ではあったのですが、何よ

りも一番辛かったのは、先輩達の機嫌が悪くなった時です。理不尽にも何かにこじつけら

れ、「最近の 1年坊、たるんでる！」とかで、急に集合がかかります。お説教と言われる恐

怖の時間の始まりです。お説教とは名ばかりの、実態は「シメ」です。 

お説教が始まるとまず正座をします。そして、後ろに手を組み、最悪な時は目を閉じて

いろと言われ、周りが見えない状況になると、時折、どこかで「ボコ、ボコ」と音がして

きます。そのちに「ウー」とか「ゲー」とかうめき声のような、悶え声が聞こえてきます。 

今思い出しても二度と経験したくない奴隷時代だったと思います。何とか１年間の奴隷生

活が終わり、平民になることが出来ました。頑張って耐えたこともあり、私は幸運にも、

その２年生の時に春の選抜大会に出場することが出来ました。２回戦で智弁学園に敗れは

しましたが、一度は選手として甲子園の土を踏めたことは、今でも良い思い出として残っ

ています。残念ながら、自分達が最後の年となる３年生の時は、春の選抜をかけた秋季大

会、そして最後の夏の大会、ともに決勝戦で敗れてしまいました。その時、私はセンター

で３番を打っていましたので、甲子園に出場できるか出来ないかで、その後の人生の進路

に大きく左右すると思っていましたので、残念な記憶が残っています。その年の甲子園へ

の出場校は、春が印旛高校、夏は我孫子高校でした。 

少し私の趣味の話をさせて下さい。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私は

ゴルフを生涯の趣味に出来たらと思っています。今でも、数えていませんが、年間で６０

～８０ラウンドくらいはしていると思います。週末、時間があればゴルフ場に行っていま

す。聞こえの良い言い方をさせて頂ければ、自分の中ではオンとオフ、公私の切り替えを

するために、ゴルフ場に通っています。休み明けの月曜日には、気分を切り替えて仕事に

邁進するためです。今から２０年ほど前に地元のゴルフ場の会員権を買ってからは、独学

ですが、よく練習もするようになりました。ＪＧＡ「日本ゴルフ協会」の現在ハンデキャ

ップは、６．５です。毎月、ハンデキャップは更新されるのですが、全盛期は２．８まで

いった記憶が、ＪＧＡに残っています。 

ゴルフの話をすると「仕事してんのか？」と言われてしまうので、自己紹介の内容も考

えたのですが、他に趣味も無いことと、普段、仕事はちゃんとしておりますので、ご理解

ください。それでは、卓話の内容に移らさせて頂きます。 

本日は、日本の人口減少問題について、政府が昨年の１２月２７日に公表しました「ま

ち・ひと・しごと創生長期ビジョン」の概要について、資料を交えて話をさせて頂ければ

と思います。お配りした資料をご準備ください。 

政府は日本の人口減少問題には、第一に国民の認識の共有が最も重要であると表現して

います。この言葉の意図を説明する前に、まず添付しました表題の１枚ものをご覧くださ

い。 

 

Ⅰ．人口問題に対する基本認識 

１．「人口減少時代」の到来 

（１）の２００８年に始まった人口減少は、今後加速度的に進む。 

添付した別紙の参考資料の No.１のグラフをまず初めにご覧いただければと思います。

この資料は、日本の出生数と出生率の推移を年次別に表しています。グラフを見ますと、
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昭和２２年ごろの第１次ベビーブームと昭和４６年頃には第２次のベビーブームがあった

ことがわかると思います。この時代は、年間２００万人を優に超える出生数がありました。

出生率も４％台・３％台を超えていました。１９７０年代の中頃から、出生数も出生率も

長期的に減少傾向が始まっているのが見て取れると思います。直近での平成２５年の数値

では、過去最低の出生数となり、出席率も１．４３％と低い水準を引続き推移しています。

この出生率は、人口規模が維持される水準（人口置換水準）の２．０７％を大きく下回っ

ている状態が、１９７５年以降、約４０年間も続いているということになります。何故、

４０年もの間、出生率が減少していたにもかかわらず、日本の人口が減少しなかったので

しょうか？それは第１次・第２次のベビーブーム時代に生まれた団塊の世代と言われる塊

があったこと、その他には、平均寿命が格段に延びたことで、死亡者数の増加が制御され

たことにあります。この「人口の貯金」とも呼ばれる状況が、ついに使い果たされてきた

ことが明らかになったのが２００８年です。そして、この年を境に、日本の総人口は減少

局面に入ったと言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、次のページの参考資料の No.２をご覧いただければと思います。この表は、

日本の人口動向を表しています。今後、人口減少が加速度的に進行する推計表になります。 

総人口が２０１０年には１２，８０６万人いたのが、２０４０年には１０，７２８万人に

減少、２０６０年には８，６７４万人となり、更には２１１０年には４，２８６万人まで

減少してしまうという現実を政府は公表しました。ここに政府の見解の文章がありますの

で読み上げたいと思います。 

日本は人口減少時代に突入している。人口減少は静かなる危機と呼ばれている。日々の
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生活においては実感しづらく、しかし、このまま続けば人口は急速に減少してしまう。そ

の結果、将来的には経済規模の縮小や生活水準の低下を招く恐れがあり、究極的に言えば、

国としての存続性すら危うくなるのである。「どうにかなるのではないか」と思うのは、根

拠なき楽観論であると言わざるを得ない。まず、国民に対して人口の現状と将来の姿につ

いて正確な情報を提供し、地方をはじめ全国各地で素直な意見を交わし、認識の共有を目

指して行くことが出発点となる。そして、広く国民の理解を得て、この困難な課題に国と

地方公共団体が力を合わせ取り組んでいくことが何より重要である。そこで、まず日本の

人口の現状と将来の姿を明らかにすることとする。 

と述べています。政府が述べている国民の認識の共有が最も重要である。この言わんと

している意味が、改めて考えさせられる奥の深い問題であると認識できると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、1枚物の資料に戻りまして 

（２）人口現象の状況は地域によって大きく異なっている。 

人口減少は、第一段階・第二段階・第三段階を経て進行していきます。東京都や中核都

市は、まだ第一段階の減少段階に位置付けられていますが、地方は既に第二・第三段階の

減少に突入していると、数多くの市町村が位置付けられています。 

（３）人口減少は地方から始まり、都市部へ広がっていきます。 

地方は若い世代が東京圏へ流出してしまう「社会減少」と、出生率が低下してしまう「自

然現象」の両者によって、都市部に比べて数十年も早く人口減少が起こると推測されてい

ます。地方の人口が減少してしまうことにより、都市部への人材供給も枯渇することとな

り、大都市への人材供給が途絶えてしまい、いずれは都市部も衰退していくと推測されて
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います。 

 

２．人口減少が経済社会に与える影響 

人口減少に伴う高齢化の結果、経済規模は縮小し、一人当たりの国民所得も低下してい

くと言われています。 

（２）地方では、地域経済社会の維持が重大な局面を迎える。 

地方がこのまま人口減少で推移してしまうと、２０４０年頃から２０５０年にかけて、

現在の居住地域の６割以上で、人口が半分以下に減少してしまいます。また、２割の地域

では、無居住地域になってしまう最悪の市町村が発生すると推計されています。 

 

ここで、参考資料に戻り No.３の真ん中にある図表の１４をご覧いただければと思いま

す。これは、千葉県に５４ある市町村のうち、自然要因と社会要因、別に人口動態を区分

したものです。特に左側に位置づけされている２６の市町村をご覧ください、この市町村

は消滅の可能性があると指定されました。成田市は当然のことではありますが、右側の消

滅しない、非消滅都市に指定されています。しかし、私が気になるのは成田市の近隣市町

村である芝山町・栄町・多古町などが消滅都市に指定されている事です。近隣市町村が消

滅、もしくは衰退してしまうということは、成田市にとっても、決して対岸の火事ではな

いと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．東京圏への人口の集中 

（１）東京圏には過度に人口が集中している。 

参考資料 No.７をご覧いただけますか。東京圏への人口転入者は拡大しています。この

グラフを見れば一目瞭然ではありますが、地方が大幅に転出減になっています。この減少

部分は、すべて東京圏へ若者が転入してしまっている現象を表しています。（東京圏への年

間の転入超過数は約１０万人と言われています） 

（２）今後も東京圏への人口流入が続く可能性が高い。 

要因は明確ですが、２０２０年の東京オリンピック開催や更に起きる地方の衰退で就労

先の減少、高齢化の進展などにより、東京圏への人口流入をさらに増幅させてしまう可能

性が高いと推定されています。 

（３）東京圏への人口の集中が、日本全体の人口減少に結びついている。 

別紙、参考資料の NO.１０をご覧いただければと思います。このグラフは、都道府県別

の出生率を表しています。グラフの線が一番短いのが東京都の出生率です。１．１３％と
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極めて低い出生率となっています。埼玉・千葉・神奈川においても１．３３％程度と低い

出生率となっています。特に東京圏に住むという事は、日本の出生率を押し下げていると

いうことになります。 
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Ⅱ今後の基本的視点 

１．人口減少問題に取り組む意義 

（１）人口減少に対して、国民の危機感は高まっている。 

２０１４年８月に実施した世論調査の結果では、９割以上の国民が人口減少は望ましく

ないと回答しています。 

（２）的確な政策を展開し、官民挙げて取り組めば未来は開ける。 

先進国の中でも、日本のように一旦出生率が低下しながら、回復している国々が存在し

ています。例えばフランスです。１９９３年に１．６６％まで低下した出生率が、２０１

０年には２．０％にまで回復しました。スウェーデンにおいても、１９９９年に１．５０％

だった出生率が２０１０年に１．９８％までに回復しています。 

（３）人口減少への対応は、「待ったなし」の課題である。 

出生率の向上が早い程、効果は大きく、仮に  出生率の改善が５年遅れるごとに、将来

の定常人口は概ね３００万人ずつ減少してしまうことになります。 

２．今後の基本的視点 

（１）３つの基本的視点から取り組む 

人口減少に歯止めをかけることが出来る３つの視点について申し上げます。 

【一つ目は】「東京への一極集中」の是正 

【二つ目は】若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 

【三つ目は】地域の特性に即した地域の課題の解決 

この基本的視点を踏まえ、政府は活力ある日本を継続していくために『まち・ひと・し

ごと 創生長期ビジョン』を作成し、発表しました。この政府の長期ビジョンを認識して

いきたいと思います。 

最後に、成田市の将来性の展望についてご説明をさせてください。別紙にありますもう

一つの資料、日本の地域別将来推計人口をご覧ください。赤い下線は成田市の人口推計に

なりま。一番右に１０５．０％とあります。これは２０１０年度と比べた人口の増減比率

を表しています。 

成田市は２０４０年以降も人口は安定的に増加します。これは出生率の改善が見られな

くとも社会的要因での増加があり、人口は減少しないという推計値となります。他の市町

村は、のきなみ１００％を大きく下回っているのが見て取れると思います。成田市は千葉

県で唯一、国家戦略特区に指定され、今後もエアポート都市構想や国際医療学園都市構想

など、大規模な規制改革を含んだ大型の設備需要が目白押しに計画されています。この都

市構想を着実に進めて行くことで、若者の就労先が安定的に確保され、この成田で結婚し、

子育てもできるという、まさに政府が掲げた「創生・長期ビジョン」の見本となり得る若

者の希望を叶えることが出来る地域であると言えると思います。 

私も成田支店に着任し、成田市のポテンシャルの高さ、将来の発展性など、本当にすば
らしい都市であると感じました。私ども微力ではありますが、地元金融機関として少しで
も皆様のお役に立てるよう、更に努力して参りたいと考えております。本日は御清聴あり
がとうございました。     

 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 
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