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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 1001 回(7 月 15 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ
ビジター

※出席報告
会員数
36 名

稲見 淳会長
我らの生業
古谷君、浜野君
狭山ＲＣ 会長 大澤譲司様
幹事 田中滋晃様
新狭山ＲＣ 会長 伊藤宣明様

出席者数
31 名

副会長の時間

出席率
85.29％

前回修正
100％
坂本副会長)

皆さんこんにちは、豪
華 絢爛 という 言葉 があ
りますが、まさしく先週、
家 族同 伴での 狭山 中央
ロータリークラブ 1000
回記念夜間例会が、会員
36 名全員のご出席、更に
入会予定者 2 名を含め多
数のご家族の皆様方のご参加を得て、煌びやかに
輝いて美しく更に楽しく開催されました。寳積先
生のご配慮により、会場を盛り上げて頂いた尚寿
会のいきいき連総勢４０名の、阿波踊りのテンポ
よく繰り出される舞にも大変感動致しました。厚
く御礼申し上げます。寳積先生ありがとうござい
ました。更に、ＺＸ徒のマジックショーも大変良
かったと思います。そうした演出・構成・準備を
して頂きました東親睦委員長さんを始め、関係者
の皆様方に厚く御礼申し上げます。
それでは、今日の例会が 1001 回目となるわけ
ですが、私なりに我が狭山中央ロータリークラブ
の歴史を振り返ってみたいと思います。皆様にも
配布されております、年度計画書の中で狭山中央
ロータリークラブの歩に記されておりますように、
スポンサークラブ・狭山ロータリークラブの会員
でありました 13 名のキーメンバーの方々の努力
のもと、総勢３７名というチャーターメンバーに

よって、1993 年 5 月 18 日に第１回の例会、いわ
ゆる創立総会がこの東武サロンで開催されました。
私もその一人として厳粛な気持ちで出席致しまし
た。そして 22 年前のことを思い出してみますと、
私の入会に対しては現小幡パスト会長から｢坂本
さん毎週火曜日に昼飯を一緒に食べる、気楽な狭
山中央ロータリークラブという会ができるんだ一
緒に参加しよう｣というお誘いを受け、入会をさせ
て頂きましたが、会員の皆様それぞれ業界の中で
スペシャリストの方々ばかりでしたので、私もど
きの人間がこうした会に入会してよいのかと迷い
ましたが、己を研鑽する場として例会に出席して
参りました。稲見会長の年度計画書の方針の中で、
米山梅吉は｢ロータリーの例会は人生の道場｣と語
っていると記してありますが、皆様方もどのよう
なお誘いで入会されたか思い浮かべて頂くのも如
何でしょうか。私の場合はそのようなことで、ロ
ータリーに関しては、誠に申し訳ありませんが、
勉強不足で余り詳しくありませんので、予めご了
解を頂きたいと思います。そこで、昨年度のロー
タリー情報委員長の片山さんが｢ロータリーの友｣
の中で為になるポイントを毎月紹介されて、その
他全般を良く読むようにとの指示がありまして、
私もロータリーの友を毎月見るたびに気付いた点
がありました。横書きの第１ページは、ＲＩ会長
のメッセージが掲載されておりまして、そして必
ず次のページには、ロータリーとはという項目の
中で、ロータリーの誕生とその成長、２０世紀初
頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の陰で、
商業道徳の欠如が目に付くようになっていました。
ちょうどそのころ、ここに事務所を構えていた青
年弁護士ポール・ハリスはこの風潮に堪えかね、
友人３人と語らって、お互いに信頼のできる公正
な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま親友関
係にまで発展するような仲間を増やしたい、とい
う趣旨でロータリークラブという会合を考えまし
た。ロータリーとは集合を各自の事務所から持ち
回りで順番に開くことから名付けられたものです。
こうして 1905 年 2 月 23 日にシカゴロータリーク

ラブが誕生しました。
それからは、志を同じくするクラブが、つぎつ
ぎ各地に生まれて、国境を越え、今では 200 以上
の国と地域に広がり、クラブ数 34,558、会員総数
1,220,115 人(2013 年 6 月 30 日 RI 公式発表)に達
しています。
日本のロータリーの項目の中では、我が国最初
のロータリークラブは、1920 年(大正 9 年)10 月
20 日に設立された東京ロータリークラブで、翌年
1921 年 4 月 1 日に世界で 855 番目のクラブとし
て、国際ロータリーに加盟承認されました。
ロータリーの目的や四つのテスト等々、ロータ
リーの友に毎月毎回同じ内容で記されているのは、
更にロータリーに対して勉強し関心を持てという
事なのか、関心が薄いから毎月毎回同じ内容が掲
載されるのか良く分かりませんが、皆様方はどの
ような感想をお持ちでしょうか
一応ご存知かと思いますが、2014 年 1 月末日現
在、日本のロータリークラブは 3 つのゾーンに色
別され、34 の地区そして 2,288 のクラブ数で会員
数は 88,045 人であります。私たち狭山中央ロータ
リークラブは、第 1 ゾーンの 2570 地区で、埼玉
県西北部の地域を 5 グループ 52 クラブがあり、会
員数は 1,696 名で構成されております。因みに
2570 地区で最初に設立されたロータリークラブ
は 1951 年 12 月 14 日東京クラブがスポンサーク
ラブとして、川越ロータリークラブが日本で 69
番目にできたロータリークラブで、現在の会員数
は 86 名であります。そして第 3 グループで最初の
クラブは、大宮ロータリークラブがスポンサーと
して入間ロータリークラブが日本で 338 番目にで
きたクラブで、会員数は 39 名であります。私共の
スポンサークラブである狭山ロータリークラブは、
入間ロータリークラブがスポンサーで、1965 年 9
月 25 日、日本で 698 番目で 2570 地区の 11 番目
に設立されたクラブであります。我々の狭山中央
ロータリークラブは、先程申し上げましたが、狭
山ロータリークラブをスポンサーとして、日本で
2288 ロータリークラブがありますが 2069 番目に、
そして 2570 地区においては 50 番目で、第 3 グル
ープでは 12 番目で最後のクラブであり、22 年目
を迎えますが、第 3 グループとしてはその後新し
いクラブが誕生していないということになります。
我々狭山中央ロータリークラブは、今日 1001 回
目の例会を行っておりますが、事務局の斉木さん
のご協力を得ながら調べましたが、ロータリーク
ラブ発祥のシカゴロータリークラブの例会数は分
かりませんでしたが、会員数はネットで調べたと
ころ 154 名というデーターがありました。日本で
最初の東京ロータリークラブは、例会日が水曜日
でありますので、7 月 2 日の例会が何と 4474 回目
で会員数は 328 名と、日本のロータリークラブで
は一番多くの会員が在籍しているクラブであり、
例会場は帝国ホテルで行われています。また 2570
地区で創立された川越ロータリークラブの例会は、

我々と同じ火曜日でありますので、
例会数は 3,055
回で会員数は 86 名であります。更に第 3 グループ
で最初にできた入間ロータリークラブの例会日は
水曜日で 7 月 3 日の例会数は 2,820 回で、会員数
は 39 名であります。私たちクラブのスポンサーク
ラブである狭山ロータリークラブの例会日は金曜
日で、7 月 4 日の例会数は 2,408 回であります。
稲見年度の現在の会員数は 36 名であり、他クラブ
の平均年齢は調べておりませんが、当クラブの平
均年齢は 67 歳です。1 クラブの平均会員数は、世
界では 35.3 名で、日本では 38.62 名となり、我が
クラブの会員数は 36 名で世界においても日本に
おいても平均的なクラブであると思います。いろ
いろとお話しさせて頂きましたがロータリーの目
的を互いに理解し合いながら狭山中央ロータリー
クラブの例会が 2000 回 3000 回、更に永遠に続く
ように皆様と共に楽しい有意義なクラブライフ送
って行きたいと思います。

幹事報告

江原幹事

1. 青少年奉仕部門セミナー開催について
2. 第３G フレッシュロータリアン研修セミナー
及び準備会開催について
3. 米山記念奨学会上期普通寄付納入について
4. 2013〜2014 年度地区大会 DVD について
5. 財団 NWES について
6. 青少年を育てる狭山市民会議理事会開催につ
いて
7. 入間基地納涼祭開催について
8. スカイテラス 1 階、｢ライブステイション、さ
やま｣開店祝賀会開催について
9. 例会変更 飯能 RC 新狭山 RC 入間南 RC
所沢中央 RC
10. 受贈会報 所沢 RC 飯能 RC 入間南 RC
新狭山 RC 所沢東 RC 狭山 RC
11. 回 覧 物 尚壽会広報誌 92 号
難民を助ける会 AAR ニュース

《会員 3 分間スピーチ》)
『台湾について』
有山幸雄会員
狭山中央ロータリークラ
ブへ入会させて頂き、早や 4
ヵ月にならんとしております。
今回はスピーチの機会を頂き
ありがとうございます。
さて、この 7 月 12 日(土)
〜14 日(月)の間、台湾に行っ
て参りましたので、そのこと
についてお話したいと存じます。こちらにいらっ
しゃる皆様は台湾についてよくご存知とは思いま
すが、私にとりましては初めての台湾でしたので
お許しを頂きたいと思います。

台湾はアジア大陸の東南沿海、太平洋の西岸に
位置する島嶼であり、別称または美称として「フ
ォルモサ（ポルトガル語：麗しの島）」があります。
台湾の語源は不明確で、諸説ありますが、原住民
の言葉（「Tayouan（ダイオワン）=来訪者の意味」
等）が起源とみられ、漢語には由来しておりませ
ん。
オランダ統治時代、鄭氏政権時代、清朝統治時
代、日本統治時代を経て、1945 年 10 月 15 日に、
GHQ が発した命令に基づいて中華民国軍が進駐
し、同年 10 月 25 日以後は中華民国政府が実行支
配しています。なお、1949 年 10 月 1 日の中華人
民共和国設立に伴い瓦解した国民党が、政府機能
を台湾に移転し現在に至っております。
【地理】
台湾は、台湾本土とその周辺諸島（南沙諸島の
一部も含まれる）から構成されており、面積は約
36,000km2 と日本の九州と同程度（日本の約 1/10）
の大きさです。
台湾最大の島である台湾島は、南北の最長距離
が約 394km、東西の最長距離が約 144km で木の
葉のような形をしています。島はほぼ南北に縦走
する 5 つの山脈が島の総面積の半分近く占めてお
り、耕作可能地は島の 30%に過ぎません。台湾最
高峰の山は玉山山脈の玉山（旧日本名：新高山、
海抜 3,952m）であります。玉山はあの有名な米国
（ハワイ）攻撃の「ニイタカヤマノボレ」のこと
であります。
なお、台湾はフィリピン海プレートとユーラシ
アプレートの交差部に位置するため、日本と同様
に地震活動が活発な地域であります。また、日本
と同じ火山帯に属し、温泉も豊富にあります。
今回の見学先は、第 1 日目に中正紀念堂（故蔣介
石総統の業績を称えるメモリアルホールで、1980
年完成）、総統府（車窓にて）、龍山寺（1973 年創
建、極彩色の外観が目を引く台湾最古の寺廟）、2
日目は故宮博物院（中華歴代の至宝約 65 万点を収
蔵する、世界 4 大博物館の一つ）、孔子廟（紀元前
の春秋時代の儒教家・孔子を祀る、孔子廟の総本
山）、保安宮（1830 年創建、医療の神様を祀る寺
廟）に参りました。
食事では、「鼎泰豊（ディンタイフォン）=小龍
包」、台湾料理「梅子」が印象に残っており、大変
美味しく十分堪能致しました。
台湾の総体的な印象は、親日的な国でありとても
居心地がよく、再びもっと時間をかけて訪れたい
との思いを強くしました。

)
玉山)
（旧日本名：新高山、
海抜 3,952m）

「パスト会長の卓話」
・・・・・・・・
吉松孝吉パスト会長
1938 年（昭和 13 年) 、
満州国・安東省・鳳凰城で
生まれた 75 歳でございま
す。その後鹿児島県の阿久
根という所で高校を終え
ました。
つい先日、第 8 号台風が
鹿児島県の阿久根に上陸
と聞き、すぐに実家に電話しましたところ何とも
ないということでしたが、聞くところによるとそ
んなに大きな災害ではなかったようで安心致しま
した。
会社は、吉松建設工業㈱と子会社で㈱アスキー
ジャパンという不動産関係をしております。吉松
建設の方は土木・建築・造園・道路関係の土木工
事を行っております。70 歳頃までは現役で色々な
現場に出ておりましたが、今は一歩下がり、息子
が二人にバトンタッチをしております。
子供はあまり可愛がってはダメで、いじめてい
かなければいけないのかと最近つくづく思い反省
しているところでございますが、放任しておりま
すとお金の無駄遣いが多いということが目につき
ます。お金の大事さをしみじみと体験させないと
ダメだと思います。
よく親子喧嘩をするという人がおりますが、今
考えてみますと、それはとても良いことだと思い
ます。それは子供のために喧嘩をするということ
で、私は放任主義でしたので、案の定やらせてみ
れば放任してしまいまして、色々と問題はありま
すが、皆様方にも色々とお世話になりながら、会
社の方は何とかやっていっていると状況でござい
ます。
私の趣味ですが、つい先日までゴルフが好きで
行っておりましたが、今は腰痛で非常に困ってお
ります。まだ軽い方で、医者には手術まではしな
くて良いといわれましたが、やはり痛いので薬漬
けになってしまいます。そしてカラオケです。実
は昨夜も行き 5 曲位歌ってきましたが、歌うとす
っとします。そして後はお酒、この 3 つを現在保
っている状況で、ゴルフには 1 日でも早く行いた
いのですが、腰がなおらないことにはどうしよう
もありません。
私がロータリーに入会したのは 1979 年（昭和
54 年）の 5 月 4 日で、入会 37 年となります。私
が入会当時の会長さんは、もう亡くなられてしま
いましたが、当クラブにもしばらくおりました志
村義一さんでした。諸町石油の諸町栄一会長、私
の自宅の後ろにいらっしゃる石川昭三社長にお世
話になり、入会致しましたが、当時の古い方は軍
隊上がりの方など色々といらっしゃいまして、非
常に厳しかったです。ロータリーのことを勉強せ
ずに、お叱りを受けたことがあります。ロータリ

ーのことを 1 日も早く覚えるということが第一条
件でした。
元老の厳しいロータリー情報の教育が毎週あり、
かなり身に付いたものと思っておりました所、
1987 年に新狭山 RC が誕生し、独立致しました。
そして 1993 年に、当クラブが誕生致し、先般 20
周年を迎えましたが、私は 10 周年の時に実行委員
長を務めさせて頂きまして、今日いらっしゃる坂
本さんに大変お世話になりました。韓国の忠武ロ
ータリークラブとの交流はこれが最後であったと
思います。
私が入会した時には、坂戸さつきの田中一郎ガバ
ナーさんでございました。この方は非常にユニー
クで、詞を読んだり、短歌、川柳が非常に好きな
方でした。私も感銘を受け、その後も何かと田中
一郎先生を呼び、当クラブでも卓話をして頂いた
ことがあります。
私がいつも思っているのは、「人生、冷に耐え、
苦に耐え、煩に耐え、閑に堪え、激せず、躁がず、
競わず、随わず、以って尺事をなすべし」という
中国の曽国藩という詩人の言葉です。
「四耐」とい
う言葉を使っておりまして、冷たいことに耐え、
苦しみに耐え、煩わしいことに耐え、閑に耐えて
こそ人間が出来、大きな仕事ができるという意味
だそうです。あまり耐えてばかりいても良くない
という言葉もありますが、基本はこれで良いのか
と、耐えて耐えて耐えぬいてみることも、一つの
手ではないかと最近思っております。
私の将来におきましては、財産があるわけもなし、
「子孫に美田を残さず」という言葉がございます
が、5%位残しておけば良いそうで、あとは子供た
ちがまた作っていくことが人間のサイクルだそう
です。せいぜいゴルフをし、カラオケに行く程度
が私の人生かと思っております。
非常に素晴らしい私の師、高島先生がいらっし
ゃいますが、この方は証券取引所の証券部長まで
された方で、主に株中心の話でございましたが、
この方の講義があり、高島憲法 12 か条という素晴
らしいものがございます。
第 1 条：出すな 減らすな 損するな
第 2 条：落とすな 壊すな すり減らすな
第 3 条：割喰っちゃいけない 割喰わしても
いけない
第 4 条：入るれば出ずる 出ずれば入るる
第 5 条：損は 1 割 儲けは 3 割
第 6 条：百聞も百閒もワンタッチにしかず
第 7 条：1 歩は 1 円
第 8 条：仕事と結婚相手と仲間は好き嫌いで
選べ その他は損得で選べ
第 9 条：時間 カネ チャンネル
第 10 条：気にする 気がつく 気をつける
第 11 条：悩みの種はめしの種
第 12 条：手を叩く 鳥は飛び立つ 鯉はよる
女中は茶を持つ 猿沢の池
もし良いなという気がありましたら、来週の週報

を見て判断して頂きたいと思います。
アベノミクスの話を少しさせて頂きます。
2012 年 12 月 26 日より始まった第 2 次安倍首相
が表明した 3 本の矢を柱とする経済政策のこと、
政策の最大目標を経済回復と位置づけは、デフレ
脱却を達成するために日銀法の改正まで視野に入
れたことで、国内だけでなく世界からも注目を集
めています。アメリカのオバマ大統領をはじめ各
国の識者・政府関係者から支持されておりますが、
一方韓国・中国などからは批判も出ております。
3 本の矢
①大胆な金融政策
バブル崩壊後 20 年間における不況の最大要因
をデフレと捉え、デフレ脱却を目指すべくインフ
レターゲットの導入を決定致しました。そのため
に、これまで独立性が重視されていた日銀に対し
て、日銀法の改正も視野に入れた上で 2%の物価目
標を挙げるべきだと働きかけ、その目標が達成さ
れるまでは、無制限の量的緩和策をとることに決
定した。
②機動的な財政政策
政府は 2013 年 1 月 15 日、過去 2 番目の規模と
なる 13.1 兆円の補正予算案を閣議決定致しました。
東日本大震災の復興費を含む復興・防災対策に 3.1
兆円、通学路の安全対策など「暮らしの安全・地
域活性化」に 3.1 兆円、さらに再生医療の実用化
支援など成長による富の創出に 3.1 兆円となって
います。
③民間投資を喚起する成長戦略
産業競争力会議において 7 つのテーマ別会合を
開き、2013 年 6 月をめどに具体案をまとめる事に
致しました。
1.産業の新陳代謝の促進
2.人材力強化・雇用制度改革
3.立地競争力の強化
4.クリーン・経済的なエネルギー需要実現
5.健康長寿社会の実現
6.農業輸出拡大・競争力強化
7.科学技術イノベーション・IT の強化
④第 4 の矢
1.国民が抱いている箪笥預金は前年度 84 兆円で、
今年度は 86 兆円と見込まれておりまして、景
気の起爆剤として個人の財布が緩んでくれる
ことを願いたいものです。
2.リート（不動産投資）
ケアハウス向け、高齢者用リートを買うと配
当で十分利益が出ることになります。8 兆円
動けば、世の中に新風を巻き起こすことにな
るという予想です。
⑤第 5 の矢
1.海洋資源（海底）メタンハイドレートは、
2014~2015 に本格事業に取り掛かります。
2.海底熱水鉱床
金・銀・レアメタル等の引上げ研究中。
オバマ大統領は一般教書の中で、大西洋岸（ジ

ョージア~フロリダまで）約 1,000km シェ
ール革命と銘打って開発を促しました。ブッ
シュ大統領のとき、モラトリア一時中止にな
りましたが、7 つの州が賛成し、サウジアラ
ビア並みに石油、天然ガスの採掘が行われよ
うとしています。アメリカの今後の採掘量は
世界 1 となろうとしています。
寺島実郎という学者が、
「質のいい人材、技術力、
資金力 etc.世界一流を持つ日本に足りないもの」
ということで、次のように言っております。
10 年経ってみたらアベノミクスというのは、外資
依存の株高幻想だったという結果に終わらないよ
うに、成長戦略を実体化しなければなりません。
そこで成長戦略にかける視座として、リニア中央
新幹線の前倒し開通に関して述べておきます。リ
ニアは国が一緒になって進めていると誤解してい
る人もおりますが、JR 東海が中核となり、13 年
後に東京・品川を起点として東京―名古屋を 40
分でつながります。名古屋―大阪はそれから 18
年かけて完成させるという 2 段階方式で完成まで
31 年かかるということです。
それを前倒しで一気に行うという話が出ており、
首都圏、中京圏、近畿圏合わせて 7000 万人の人
口ゾーンを 1 時間以内でつなぐということは、日
本がアジアのダイナミズムと向き合っていくうえ
でものすごく重要です。
それからもう一つ、愛知、東海にとってとりわ
け重要なのは MRJ-三菱重工の小型ジェット旅客
機の国産化が成功となり、三百機以上の注文がき
ているということです。国際シンポジウムで、日
本の産業構造の弱点がどこにあるかという問題で
必ず指摘されるのが、自動車産業に過剰に依存し
ているということです。自動車産業は部品メーカ
ーまで率いて、中国をはじめ海外各地に出ていっ
ています。日本に残された人たちは、これから何
で飯を食っていくつもりですかという質問を受け
ます。さらにトヨタレクサスを生みだしたような
高度な産業技術基盤をつくり上げた日本が、なん
でジェット旅客機がつくれないのかという質問も
受けます。
今世界の論点は第二のシアトル（米ボーイング
社の本拠地という意味）がどこになるかというこ
とです。頑張れば愛知、東海から岐阜、三重にか
けてのゾーンに、日本の新しい航空機産業という
プロダクトサイクルの起点を作れる可能性がある
そうです。そういう面で、自動車以降のプロダク
トサイクルをどうするのかというところに、プロ
ジェクトエンジニアリングの力を注いでやってい
かなければならないポイントがあります。
実はシリコンバレーはないないづくしで、世界中
から力のある若い人材・資金・技術を引きつけ、
プロジェクトに参加させる力があるから成功して
おります。日本は人材の質、技術力、ポテンシャ
ルのある中小企業、資金力、すべて世界一流のも
のを持っています。美しく生けるべき生け花の要

素は全部持っているのに、剣山を思いつく力がな
いからすべての花が寝ている、というのが日本だ
と言っていいと思います。
リニア中央新幹線という剣山のもとにどうやって
力を結集して成功させていくか、まさにすべての
ポテンシャルとして持っている個別の要素を、組
み合わせてマネジメントしていく、この力が問わ
れているのだろう思います。
これがアベノミクスの経済成長戦略の一つだと思
って頂ければと思います。
⑥の矢
・アベノミクスと TPP
アベノミクス 3 本目の矢である成長戦略におい
て、重要なカギとなるのが TPP であります。円安
誘導に続いて貿易品目の関税撤廃が加われば、輸
出業者にとって追い風となることが明らかだから
です。2 月 23 日、ホワイトハウスでオバマ米大統
領と会談した安倍首長は「聖域なき関税撤廃が前
提でないことが明確になった」として、事実上の
TPP 参加を表明致しました。 自動車産業を守り
たいアメリカと、日本の米農家を守りたい思惑が
一致した格好でもあり、
「共同声明ではすべての物
品が交渉の対象になる」との原則が改めて確認さ
れました。 TPP が日本の今後の起爆剤となるか
どうかは、今後の交渉に掛かっているといえます。
さて、日本の人口は人口減少が今後の問題とさ
れておりますが、将来の人口推移を予測した数は、
2020 年には 12.410 万人、2030 年には 11.618 万
人、2060 年（H72）97.076 人、2.5 人に 1 人が
65 歳以上、4 人に 1 人が 75 歳以上になるといよ
いよ減少が続くことになると予測されておりま
す。
出生数は減少を続け、H72 年度には 48 万人と
なると推計されております。この減少により、年
少人口 2046 年（H58）に 1000 万人を割り、2060
年（H72）には 791 万人と、現在の半分以下にな
ると推計されております。出生数の減少は、生産
年齢人口（15~64）まで影響を及ぼし、2013 年
（H25）に 8000 万人を割り、2060 年（H72）に
は 4.418 万人となると推計されております。
一方、高齢者人口は増加により、死亡者数は上
昇を続け、2060 年（H72）には 1000 人あたり 17.7
人と毎年最高水準を続けていくことになります。
男女平均寿命は 2011 年（H23）に男 79.44 歳、女
85.9 歳、今後伸びて 2060 年（H72）には男 84.19
歳、女 90.93 歳となり、ほとんどの女性は 90 歳以
上まで生存可能と思われます。
・世界の高齢者数
2010 年（H22）は世界の総人口は 68 億 9589
万人であり、2060 年（H72）は 96 億 1519 万人
になると見込まれております。65 歳以上の高齢者
率は 2010 年（H22）に 7.6%、2060 年（H72）は
18.3%まで上昇すると見込まれており、今後半世
紀で高齢化が急速に進展することになります。
・移民をする人口増加

移民は大歓迎で受け入れよ（御茶ノ水女子大学
名誉教授 宮島喬）
1.労働人口が約 10 年後は 500~700 万人減少する
といわれ、今後毎年 20 万人ずつ受け入れても対
応できないという現実を直視すべきで、日本が
再び高度成長するだけでなく、持続可能な社会
になるために、人を受け入れる必要があります。
外国に移転不可能な一部製造業、建設業やサー
ビス業に従事する人材の確保について、真剣に
議論しなくてはなりません。
2.安倍政権は、建設業などに議論をし、業種を絞
り、期間も限定する案を限定しているが、問題
はあるか？
五輪開催などを理由に場当たり的にやっても仕
方がなく、議論が出ている外国人労働者特区も
上手くいかないと思われます。国全体で、どう
外国人をうけいれるか議論と体制づくりをしな
くてはならず、それも「稼いだらすぐ帰っても
らう」という姿勢ではなく、いかに定着して貢
献してもらうかという議論は避けられません。
「移民」という言葉を忌避して「外国人労働者」
と言い換えるのは欺瞞であると言えるでしょう。
3.特にどのような分野で受け入れが必要か？
今後需要が増加する介護と看護に従事する人材
確保の必要性を強調したいです。2025 年に介護
福祉士は 50 万人も不足すると見られています。
看護師は、看護協会などが抵抗勢力となって
中々正確な数字を把握できませんが、少なくと
も 10 万人は不足する現在、フィリピン、インド
ネシアなどから候補者を受け入れておりますが、
日本人と同じ国家試験を受けなくてはならず、
最大の障壁になっています。2 国間で総合の資
格を認め合うなど、抜本的な取り組みをしなく
てはなりません。
4.日本社会の移民アレルギーはどう解決すればよ
いか？
よく言われる、外国人が治安を悪くするという
議論は疑問であります。日本で暮す外国人の多
くは、退去させられぬようむしろ、法律を順守
するよう努めています。当然、日本人との摩擦
が生まれたら素直なコミュニケーションで解決
すべきで、拒絶することは何もありません。
欧州の移民受け入れも、入国後の「統合政策」
に力を入れております。ドイツは 1999 年、血
統主義の国籍法に出生主義を加味するよう修正
し、いかにして外国人を受け入れるかに心を裂
いております。一部の排斥運動だけを見てはな
りません。
5.単純労働者を受け入れるために、どのような制
度設計が必要か？
現在は安易な労働力調達に利用されることもあ
る技能実習制度を改善してはどうでしょうか。
滞在の期限を上限に延長し、定住も視野に入れ
るべきであると思います。人材が育った途端に
帰ってしまうことがなくなり、企業側にもメリ

ットがありますが、宿舎、施設等が必要ともな
ります。
経済界は目先の労働力調達だけを考えるのでは
なく、移民受け入れについて真剣に取り組むべ
きであります。
6.どのような受け入れ体制を作るべきか？
複数の省庁が絡む問題であり、外国人の共生、
統合にあたる「移民庁」のような部署を創設す
る必要があると思います。かつて 30 万人いた日
系ブラジル人のうち、4 割が帰国してしまいま
した。金融危機後に仕事が減ったのも一因です
が、彼らが日本に魅力を感じなくなり帰国した
という事実を、深刻に捉えなくてはなりません。
日本がいかに労働者に来てもらいたくても、魅
力がなければグローバルな労働力市場で負けて
しまいます。

※ 次の例会
第 2 副 SAA 片山君

小島君

７月２９日(火) 12：30〜13：30
外来卓話
元 WBA 世界スーパーフライ級
王者 戸 高 秀 樹 様

狭山ＲＣ 会長 大澤譲司様、幹事 田中滋晃様
一年間よろしくお願い致します。
新狭山ＲＣ 会長 伊藤宣明様
本日はお世話になります。
今後ともよろしくお願い致します。
稲見君 狭山 RC 会長 大澤譲司様、幹事 田中滋
晃様、新狭山 RC 会長 伊藤宣明様、今日
はようこそお出で頂きました。一年間よ
ろしくお願いします。
吉松パスト会長、今日の卓話楽しみです。
有山会員、３分間スピーチ頑張ってくだ
さい。楽しみです。
江原君 本日は、狭山 RC 大澤会長、田中幹事、
新狭山 RC 伊藤会長、ようこそお出で下さ
いました。また、過日両クラブにお伺い
した際は大変お世話になり、ありがとう
ございました。今後ともよろしくお願い
致します。
有山君 本日はスピーチの機会を頂きありがとう
ございます。
寳積君 吉松パスト会長の卓話、楽しみに来まし
た。
宮岡君 1000 回記念の例会に出席できて嬉しく思
います。宮岡宏太郎もまだ元気にやって
いますので、忘れないで下さい。ロータ
リーに出るとホッとします。
奥富君 吉松さん、今日の卓話よろしくお願いし
ます。狭山 RC 大澤様、田中様、新狭山
RC 伊藤様、今日はご苦労様でございます。
坂本君 狭山 RC 会長、幹事様、新狭山 RC 会長様
ようこそお越し下さいました。
佐藤君 狭山 RC 会長、幹事、新狭山 RC 会長、よ
うこそお出で下さいました。これからも
狭山中央ＲＣ共々よろしくお願い致しま
す。
吉松君 狭山 RC 大澤会長、田中幹事、新狭山 RC
伊藤会長、ようこそお出で下さいました。
両クラブの益々のご発展と皆様方のご繁
栄をお祈り致します。
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