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２０１５年１０月第１例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 
 
＜握手タイム＞ 
 
＜四つのテスト唱和＞ 
 ソングリーダー 小川信正職業奉仕委員長 
 会場内の会員全員で唱和する(*^_^*) 

 

＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん。おはようございます。 
先週、斎藤幹事と一緒に高田 RC の６０周年記念式典
に参加してまいりました。そこでライラ研修について
いろいろお願いもして参りました。 
本日は国勢調査についてお話をしたいと思います。 
５年に一度、日本に住む全ての人の暮らしぶりについ
て、詳細に調査しています。内容は氏名、男女別、５
年前どこに住んでいたか、仕事の種類など１７の質問
が用意されている。１９２０年に第１回目の調査が始
まり、調査員が地方公務員として２６万人動員されま
した。２０回目の今回は、調査全体で６７０億円の経
費、調査員７０万人が動員されています。今回は、 
９月１０日～１０月７日の間にインターネット回答用
の ID とパスワードを全世帯に配布し、９月２６日～ 
１０月７日の間にインターネットで回答しなかった世
帯に対して紙の調査票の回収を調査員が受け取るか、 
住民が郵送する事になっている。回答する事は法律で
義務付けられており、ウソを回答したり、答えなかっ
たりした人は罰金を払わなければならない事になって
いる。国勢調査のデータから社会や経済の事を調べ、
国や民間の研究所などが将来の人口数や経済力がどれ
くらいあるのか予測する事ができる。具体的にどの地
域に高齢者だけの世帯が多いのか、子供を持つ世帯が
多いのかわかる。（人口減にも関わらず世帯数が増えて
いる。）世帯については、高齢者だけ１人で暮らす人が

増えている現実がある。１世帯に１９２０年には 
4.89 人いたが、２０１０年には 2.45 人に減っている。 
今後、高齢者が多く住む所は、病院や介護する事業者 
等を誘致する為の施策をとる事が必要となる。 
又、５年前の住居について比較すると、東京か大阪な
どの都会に移動している。２０１０年は５年前に比べ
３８都道府県で人口が減っている。働く場所を増やす
などして、地方に人を集める為の施策を取る事が必要
となる。産業別の就業者をみると、農林漁業で働く人
が激減し金融、サービスなど第３次産業で働く人が増
加している。第１、第２産業を増やす施策を取る事が
必要となる。この調査で５年前と比較した今の日本の
現状を把握する事が出来る。以上です。 
 
＜ゲ ス ト＞  
いらっしゃいません。 

 
＜ビ ジ タ ー＞  
新津 RC より 
吉田 健治君 

 
＜卓  上  花＞  
花   名／ ホトトギス（ユリ科） 
原 産 地／ 日本、台湾 
生 産 地／ 小須戸 
花  言  葉／ 永遠 

 
花   名／ ピンクリンドウ（リンドウ科） 
原 産 地／ ヨーロッパ、アジア 
生 産 地／ 山形県 東村山郡 山辺町 
花  言  葉／ 貞節、誠実 

 
 今回は２種類の卓上花でした。 
 
＜会員誕生祝い＞ 
今月はいらっしゃいませんでした。 
 
＜パートナー誕生祝い＞ 
・小林 幸平君   奥様 朝子様（10/29） 
 
＜結婚記念日＞ 
・阿部 正機君   奥様 圭子様（10/2） 
・関口 克柾君   奥様 一枝様（10/6） 
・押味 弘一君   奥様 加代子様（10/9） 
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2015～2016 年度 

国際ロータリー会長 

K．Ｒ．ラビンドラン 

（スリランカ・コロンボ RC） 

世界へのプレゼンタトになろう 

「Be a gift to world」 

 

 

2015～2016 年度 国際ロータリー第 2560 地区ガバナー 山 本 和 則：（新潟南 RC） 

            テーマ  「夢(gift)を明日へつなげよう」  



・青柳 敏明君   奥様 恵子様（10/19） 
・今井 重朗君   奥様 つね子様（10/19） 
・五十嵐 一芳君  奥様 由実様（10/22） 
・草野 満君    奥様 文江様（10/23） 
・山田 道夫君   奥様 弘子様（10/28） 
・赤井田 幸一君  奥様 茂子様（10/31） 
 
＜お 食 事＞  
 お食事をどうぞ！ 
 
＜幹事報告＞ 
１、 吉田 RC 

    会長 橋本 享英君 
創立３０周年実行委員長 
    委員長 古井 辰禧君より 
創立３０周年記念式典ご出席のお礼 
 

２、 国際ロータリー第２５６０地区 
第３分区 ガバナー補佐  五十嵐 文平君 
阿賀野川ライン RC 会長 清野 修平君 
第３分区Ｉ・Ｍ実行委員長 栗原 修平君より 
Ｉ・Ｍ参加のお礼 

 
３、 にいつハロウィン実行委員会 

実行委員長 木村 行一君より 
「第９回にいつハロウィン仮装まつり」のご案内 

   協賛については理事会で決定いたします。 
 
４、 衆議員議員 金子めぐみ 事務所より 
  金子めぐみとふるさとを語る会２０１５のご案内 
    会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 
  日時：１１月１４日（土） 
      １３：３０～受付 
      １４：００～開会 
  会費：２０,０００円 

 
＜委員会報告＞ 
 １０月２４日（土）２５（日）のライラ研修事業の 
 前日及び当日の服装、集合時間などの説明を 
 小川 信正ライラ実行委員長よりしていただきまし
た。 

 
＜出席報告＞ 
  前回の訂正 I・M 義務出席のため 100％に訂正 
  本日の出席 会員 28 名中 18 名出席で 64.29％  

でした。 
 
 １００％出席者 川﨑 松雄君 ３７年 
         青柳 敏明君 １０年 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます。こらからも続けてください。 

＜プログラム＞ 

 会長・幹事担当 

 

 

 

 

 

 

 
 本日は斉藤幹事の担当で、幹事が日頃から新聞やテ
レビで気になっている事についての卓話でした。 

 
ニコニコボックス  
◇ライラにむけてがんばりましょう。 

会長 山田 道夫君 
幹事 齋藤 嘉昭君 

 
◇３７年１００％バッチを頂きました。大変ありがと 
 うございました。あと３年頑張って、４０周年記念 
 を祝いたいと思います。 

川﨑 松雄君 
 
◇結婚祝いありがとうございます。今日の空の如く女   
 房に感謝する事を忘れることなく、今までの苦労に 
 報いる為に、より一層の努力に謹めるように、ロー 
 タリークラブの皆様より良きご指導をお願いします。 
 又、川名さん素晴らしい花、いつもありがとう。 

赤井田 幸一君 
 
◇結婚祝いをありがとうございます。 

草野  満君 
 
◇結婚記念日のお祝いをいただき、ありがとう御座い
ました。何年たったか忘れそうですが、二人の命が
尽きるまで別れないで、がんばろうと思います。 

押味 弘一君 
 
◇今月１９日で結婚３５周年を迎えます。そしてロー
タリークラブも、めでたく１０年皆勤を達成できま
した。私にとってどちらも偉大な記録です。 

 これも妻のロータリークラブに対する理解と、会員
の皆様の熱い友情のおかげと感謝しております。 

 大変ありがとうございました。 
青柳 敏明君 

 
◇先週行われた一楽さんのゴルフコンペに年齢の差で 
 優勝いたしました。沢山の賞品を頂き、ありがとう 
 ございました。 

関口 克柾君 
 

    本日の合計 8,000円（累計 66,000円） 
 
財団ボックス 
◇ニコニコと同文。 

川﨑 松雄君 
 
     本日の合計 1,000円（累計 6,000円） 
 
米山ボックス 
◇ニコニコと同文。         川﨑 松雄君 
◇ニコニコと同文。         青柳 敏明君 
 
     本日の合計 2,000円（累計 6,000円） 
 
＜点 鐘＞  
 拍  手 


