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1）富山 修一 会長挨拶

　今日は新しい会員をお迎えすることが出来ました。
テーラースコットの大澤博之さんです。後程ご挨拶があ
りますのでよろしくお願いします。
　この 1 週間であったロータリー関連の報告をさせて頂
きます。7 月 14 日～ 15 日にかけまして「目からうろこ
のロータリー」と言うテーマで一泊例会及び早朝清掃例
会が 42 名、翌日の清掃では 48 名の参加を得まして例会
がありました。若干参加者が少なめでしたが入会 5 年未
満の方々の半数以上が来られましたので、初期の目的は
達したかと思います。ドレスコードは浴衣で最初は清水
ロータリー情報委員長からクイズ形式で話を頂き、その
後、角南親睦委員長から講話を頂きました。その後の懇
親会ではホテル湖畔の堀さんから美味しい料理を沢山出
して頂き、最後は車座になって盛り上がったところです。
佐渡から大介さんも来てくれましたし、女性会員も乗っ
て頂き楽しい会となりました。
　翌日は山本社会奉仕委員長の号令のもと 5 時半起床、
6 時より清掃開始。多くのゴミを集めて頂きました。こ
のイベントには斎藤プログラム委員長のご配慮で BSN
さんが取材に来てくれました。放映は 7 月 28 日午前 9
時 55 分の「とれたて情報館」でされます。
　7 月 20 日には小山修平さんがローターアクトの笹団
子作り例会に出て頂きました。そして 25 日には私、田
村幹事、若山副幹事で「高崎南・高崎セントラル・新潟
南合同例会」に出て来ました。この例会は高崎セントラ

ル RC が発足当初から 18 年も続く会だそうです。
　今日の理事会で渡辺敏彦さんから、昔もやった事です
が、より親しくする為にファーストネームやあだ名で呼
び合いましょうと言う提案があり皆さん大賛成でしたの
で苗字以外で呼ばれても違和感を持たないで頂きたいと
思います。今日もよろしくお願いいたします。

2）ビジター紹介（本間 涼子 さん） 1 名
　RI 第 2560 地区 第 2 分区　橋本栄一郎 ガバナー補佐
　「9/2（土）開催の I.M への参加よろしくお願いします。」

3）今週の花　「姫ユリ」
　　花言葉 : 可憐な愛情、愛らしさ、強いから美しい、誇り

4）伝達（新入会員紹介）
　・新入会員　大澤 博之 さん
　　（紹介者：山本 剛史 社会奉仕委員長）

5）委員会報告
　①「ロータリーの友」の紹介（宮澤　登 君）

　②ロータリー財団委員会（服部　正 委員長）
本間 長市 君 ＄50 　（＄760）
五十嵐大吾 君 ＄10 　（＄3,360）
五十嵐仁義 君 ＄100 　（＄130）
斎藤 秀明 君 ＄50 　（＄2,350）

　③米山奨学委員会（五十嵐 大吾 委員長）
本間 長市 君 ￥5,000 （￥35,000）



五十嵐大吾 君 ￥1,000 （￥122,000）
斎藤 秀明 君 ￥5,000 （￥130,000）
津吉 孝司 君 ￥5,000 （￥556,000）

6）ニコニコボックス紹介（西潟 健徳 委員長） 6 件
　橋本栄一郎ガバナー補佐…IM. よろしくお願いします。

富山修一会長…山口部長、新潟南ロータリークラブへよ
うこそいらっしゃいました。私と山口さんは妙なご縁が
ありました。まさか、会長とスピーカーと言う立場でお
目にかかるとは…。お話、楽しみにしています。
髙橋 登君…「ロータリーの友」7 月号は、2560 地区ゆ
かりの野崎恭子編集長（黒崎出身）第 1 号誌になります
ので大事にして下さい。
斎藤和利君…本日は新潟市に新しく誕生したこども未来
部・山口部長に卓話をお願い致しました。少子高齢化の秘
策はあるか！？少子化対策について楽しく語って頂きます。
小野君、若山君、津吉君、山本君…大沢さん、ようこそ
南ロータリークラブへ！！ これから楽しいロータリーラ
イフを共に過ごしましょう！

本間長市君…一泊例会では役満であがりましたのでニコ
ニコします。スーアンコーをツモあがりました。ロータ
リーに入会して初めて役満を上がりました。ありがとう
ございました。

7）幹事報告　（田村 淑文 幹事）
　・ 10/28,29 の地区大会のお手伝いの要請が新潟万代 RC

よりきています。都合のつく方はよろしくお願いしま
す。お手伝い参加はメーキャップ扱いとなります。

　・ マイロータリーの登録に関するアンケートの記入をお
願いします。

　少子化対策、まず国策から見て行きたい。子供を産み育
てたい人の経済的負担を軽減する必要、例えば子ども医療
費の助成・無料化や保育料・教育費の無償化等様々な議論
があった。予算は消費税 10％で賄おうと、社会保障と税
の一体改革というのがあったが、消費税 10%が先送りに
なってしまった。他の施策として、雇用・収入の安定、子
育て支援、働き方改革、ワークライフバランス、男性の育
児参加の推進など。
　では新潟市の現状はどうだろうか、新潟市は平成 19 年
に政令市に移行し、当時の人口は約 81 万人、平成 23 年位
までほぼ横ばいで推移している。人口は自然増減と社会増
減というのがあるが、自然増減だけ見ていくと、平成 18
年から大きく減少に転じている。どうやって持ちこたえて
いるかと言うと、社会増減、県内の若者が新潟市に入って
きているところ。ただ市内の若者は首都圏に出て行ってし
まう、20 代の若者が東京にとられていくと少子化につな
がっていくのかなと思う。
　2015 年の国勢調査で出た「男性生涯未婚率」は新潟市
は 23.37%。これは 50 歳までに 1 度も結婚したことのない
人の割合で、この数字を下げていかないと少子化の解決に
つながらないのではと思っている。結婚したいのかどうか

というアンケートがあり、全国では 9 割が結婚したいと
言っているが、新潟市は 8 割くらいで意欲が低いのかなと。
最大の理由は出会いが無いと諦めているケース、経済的に
厳しいからといっているケースがある。最近増えて来たの
が、異性との付き合い方がわからないといったケース。
　所得から見てみると、20 代の所得はここ数年ではあま
り変わっていないが、30 代を見ると、20 代とそれほど変
わらない所得になってしまっている。
　結婚相手と知り合ったきっかけは、職場で知り合ったと
いうのが 3 割、人を通してというのが 3 割、学校でという
のが 1 割ちょっとなど。職場、仕事で知り合ったというの
が多いので、企業の方々は若い人たちの背中を押していた
だきたいと思っている。
　新潟市でも様々な
施策があるが、まだ
まだ余地がある。ぜ
ひ皆様といろんな場
で議論をさせていた
だきたいと思ってい
る。有り難うござい
ました。

《卓 話》
　「新潟市の少子化　現状と課題」　新潟市こども未来部  部長　山口  誠二　氏

（紹介者：斎藤 和利 プログラム委員長）

会 員 数 算定対象者 出 席 者 出 席 率
102 98 77 78.57


