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・マスコミ懇談会出席者代表挨拶
・新会員スピーチ
損害保険ジャパン日本興亜㈱福島自動車営業部長

佐藤康太郎 会員

会 長 あ い さ つ

第 16 回会長挨拶

2015-16 RI 会長
K.R. ラビンドラン

例 会 次 第

幡

幡 研一 会長
開会点鐘
ロータリーソング「福島ロータリークラブの歌」

研一 会長

ソングリーダー

反後太郎 会員

お隣の方と〈好意と友情〉の握手
お客様並びに来訪ロータリアン紹介
米山功労者マルチプル表彰伝達
幡 研一 会長
会長あいさつ
食 事
箱岩 偉 幹事
幹事報告
各委員会報告

本日は午前 11 時からマスコミ懇談会
が行われました。この会は、2002 年（平
成 14 年）に、阿久津ガバナーの年度に
始まりました。河田会長、私が幹事の年
度でした。今年で 14 回目となります。
ロータリークラブ活動についての理解を広げるべ

●プログラム・ニコニコBOX小委員会

く、地元のマスコミの方々との懇談会で、今年も有意

ニコニコ BOX 担当

義な懇談会でした。多くのご意見を頂きました。

牧野吉晃 委員

◎本日のプログラム
閉会点鐘

今後それらの意見を活かして、ロータリーの認知度
の向上に努めたいと思います。準備して頂いた広報マ

幡 研一 会長
幹 事 報 告

ルチメディア委員会の坪井委員長、糠沢副委員長はじ

福島民友新聞社編集局報道部長の佐藤 掌様のご挨拶

例会変更のお知らせ
●福島西 RC、31 日（土）競馬場例会を開催致します。福島北
RC は 31 日（土）に猪苗代湖水草除去作業に参加されます。
●福島東RC、30日（金）は18：30峰亀にて夜間例会となります。
その他のお知らせ
● 11 月ロータリーレートは 10 月同様 1 ドル 120 円です。

と、損保ジャパン日本興亜福島自動車販売営業部長の

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

め委員会の皆様有難うございました。また、参列頂い
たマスコミ各社の方々に感謝申し上げます。
本日のプログラムは、マスコミ懇談会出席者を代表
して、福島民報社編集局報道部長の安斎康史様並びに

佐藤康太郎会員の新会員スピーチです。

私のひとこと

12：30 〜 辰巳屋

11 月 12 日（木）

宜しくお願い申し上げます。

○「R 財団月間にちなんで」 右近八郎ロータリー財団委員長
○新会員スピーチ 三井生命保険㈱ 茂木正志会員
＊「友」紹介（丹羽和也会員）
＊「血圧測定」 ＊プログラムご案内

糠澤 修一 会員

東京オリンピックのマーチ再び!!

11 月 19 日（木）→ 15 日（日）に変更
「RI 第 2530 地区 地区大会」
南相馬市文化会館「ゆめはっと」 ※後日詳細

2020 年（ 平 成 32 年 ）の「 東 京 オ リ
ンピック」まであと 5 年。戦後復興の
日本の姿・形を国内外に示したのが
1964 年（昭和 39 年）10 月のオリンピックならば、5 年
後のオリンピックは国際平和を訴えつつ起死回生の経
済成長を遂げ、2011 年（平成 23 年）3 月 11 日に発生し
た歴史的大震災と原発事故からの再生日本の姿・形を
内外に示す絶好の機会と考えなければなりません。
1964 年（昭和 39 年）10 月 10 日、前回のオリンピック開
会式で抜けるような青空に向って高らかに演奏された福
島市出身の古関裕而作曲の「東京オリンピックのマーチ」
─この曲を再び力強く演奏することが再生日本からの何
よりのメッセージと考えますがいかがでしょうか。

12：30 〜 辰巳屋

11 月 26 日（木）

○地区大会報告 表彰伝達
○「私のひと言」スピーチ 日比野恒夫会員
表 彰 ・ 伝 達

●米山功労者マルチプル

加藤 義朋 会員（37 回）
白岩 康夫 会員（9 回）
児玉 健夫 会員（5 回）
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られ合併症や異常の発生に注意喚起をされていまし

本 日 の プ ロ グ ラ ム ①

た。今ではそれ以上に 40 歳以降での出産が見られま

会長スピーチ「少子化の原因と対策」

す。当然のごとく出産に伴う危険も増加致します。35

幡 研一 会長

歳過ぎでの初めての出産も当たり前のようにありま
す。第 2 子を出産するときは 40 歳前後ですので当然少

前回、少子化と子どもの成長につい

子化が加速します。

てお話をしましたが、本日は少子化の

35 歳〜 39 歳の母親の出産数は、1975 年の 62,000 名

原因と我々のできる対応についてお

から、2013 年では 230,000 名と 3.7 倍に増加、40 歳〜

話ししたいと思います。少子化の原因

44 歳での出産数は、8700 名から 48500 名と 5.6 倍に増

は何といっても晩婚化と未婚率の上

えました。

昇です。

昔は 30 歳を過ぎても結婚しない女性は、
「どこか体

全国的に、母親の年代別では 30 代と 40 代の出生率

が悪いのではないか」と思われました。
「適齢期」とい

は上がりましたが、20 代は下がりました。

う言葉はすでに死語のようになっていますが、やはり

第 1 子を産んだ時の平均年齢は 30.6 歳で、前年より

女性にとって、肉体的・精神的に出産・育児に最も適

0.2 歳上がった。

した時期は 20 代半ばから 30 代前半です。

なお、福島県の出生数は平成 26 年は 14528 名で対前

3．社会の発展による高学歴化

年比 100.4% でした。
元々福島県の出生数は対前年比で２％前後毎年減少

社会の発展に伴い産業も高度化し、技術やスキルの

していましたが、震災のあった 23 年は 6% の減少、24

高い人材が求められる。それに伴い高学歴化をきた

年は 10% の減少をしました。その後徐々に回復してい

し、教育費の増大と、子どもが社会的に自立できる年

ますが、昨年においても震災前の 22 年と比較すると

齢を遅らせる。それが晩婚化や少子化につながる。先

11% の減少です。

進国では多少止むを得ない現象ともいえる。しかしア

次に、少子化の原因となる個々の事柄について考え

メリカ、イギリス、フランス、スウェーデン等は出生率

てみます。まず晩婚化についてですが、

が回復している。

1．平均初婚年齢

4．その他、日本特有の因子
夫

妻

28.4 歳

26.1 歳

10 年

28.6

26.7

15 年

29.4

27.6

20 年

30.2

28.5

25 年

30.9

29.3

29.6 歳

27.8 歳

平成 5 年

福島県（23 年）

①パラサイトシングル（学齢期を過ぎた親同居の未婚
者）の増加…若年層の社会的自立を阻害し、
「晩婚化」
「未婚化」を促進している。
②婚外子に対する社会的サポートが悪く、晩婚化・未
婚化が少子化へ直結してしまう。
③女性にとってキャリアの蓄積と出産・育児の両立が
難しい。

（男女とも全国で一番若い）
次に少子化時代に我々のできること

2．第 1 子出産時の母の平均年齢

①子ども同士の触れ合いの機会を提供（スポーツ、目

晩婚化が進めば当然第 1 子出産時の母親の年齢も高

的を持った集まり）

齢化します。
昭和 50 年
平成

②職場見学、職業体験（市町村で小学生・中学生を対
25.7 歳

象に実施）への協力

60 年

26.7

③学校・職場等での教育・支援（趣味の教室等で）

7年

27.5

東邦銀行・・婚活支援

17 年

29.1

④女性従業員への育児支援（フレックスタイム制の導

25 年

30.4

26 年

30.6

入、在宅勤務）
⑤産休・育休の充実と職場復帰後のポストの確保（出
産後退職とならないように、女性労働力の活用は今

私が医師になった頃には、30 歳過ぎでの初めての出

後増々重要）…労働力人口の減少する中で、女性の

産は丸高（高齢初産の意味）とカルテにマークをつけ

労働力の活用は非常に重要
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火災を 11 年。2002 年、一度目の合併の損保ジャパンで

本 日 の プ ロ グ ラ ム ②

新会員スピーチ

12 年、2014 年二度目の合併で損保ジャパン日本興亜と

損害保険ジャパン日本興亜㈱
福島自動車営業部長

なり、今年の 4 月に自動車営業の福島県責任者として

佐藤康太郎 会員

着任し、現在に至っております。

損害保険ジャパン日本興亜の佐藤

続きまして会社のことも少々お話しさせていただき

康太郎と申します。改めましてよろし

ます。昨年誕生した損保ジャパン日本興亜ですが、社

くお願いいたします。本日は貴重なお

名について「長い、ジャパンと日本でかぶっている」と

時間をいただきましてありがとうご

のお言葉をいただくこともあります。社員も電話の最

ざいます。私の簡単な略歴と会社のこ

初の挨拶が長すぎてかまないようにずいぶん練習して

とについてお話させていただきます。

きました。いろいろな案があったようですが、お客様
に分かりやすいことを大切にして決まりました。です

私は昭和 42 年 10 月 16 日、母の実家である青森県

から CM でも「関ジャニ∞（エイト）
」を起用し、元気に

黒石市で生を受け、神奈川県横浜市で就職するまで過

社名を何度も連呼する、いささかしつこいと言われそ

ごしました。会社との出会いは、アルバイトとボラン

うなものでもみなさんに認知していただくことを第一

ティアに明け暮れ、就職活動を何もしない私を心配し

に作られました。

たおせっかいな友人に日産火災海上を勧められたこと

また、今回はスムーズな合併を実現するため、前例

がきっかけです。

のほとんどない法的合併と実質合併の 2 段階式としま

そのような気持ちで臨んだ面接でしたので、友人の

した。生い立ちをたどれば 12 社が紆余曲折を経てまと

レクチャーだけを頼りに何の準備もしておりませんで

まった会社であります。当然ながら長年培ってきた各

した。ですから、他の学生が日経新聞をみな持ってい

社の文化には大きな違いがあり、統一することの難し

ることや前の順番で経済の話を聞かれている様を見

さを損保ジャパン、日本興亜とも前回の各々の合併で

て仰天しました（もちろん今は見ています）
。ですが、

経験しておりましたしので、よりお客様にご迷惑をお

運良く、ただ今までのことを聞かれ話しただけで終わ

かけすることのないようにと考えられたものです。

りぼろがでなくてほっとしました。そんな面接でした

法的合併は 2014 年 9 月でしたが、両社の機構を揃え

が、良い時代だったこともあり、一度きりの就職活動

2013 年 4 月に本部長クラス、10 月に部長クラス、2014

で入社する会社が決まったのはラッキーでした。今で

年 4 月に課長クラスを一本化し、管理職を中心とした

は数多く面接官を務めておりますが、現在の学生さん

お客様へのご説明、両社職員の融合、文化の刷り合わ

が多くの会社にエントリーし、頑張っている様を見る

せを行ってきました。約 1 年半をかけて準備してきた

たび、適当だった自分を恥ずかしく思いながら、しっ

ため、課題はシステム統合のみであり、前回と比べ安

かり話しを聞くように心がけています。

心して迎えることができました。個人的にも、大変な

最初の配属先は名古屋でした。暑い場所と聞いては

ことも多くありましたが今回のほうがよかったと思っ

いましたが連日 37 度を越える猛暑は初めての経験で

ております。

した。夜にエアコンをかける習慣のなかった私は熱帯

現在、よりお客様にご満足いただけるよう、地域に

夜続きで寝付くこともできず、配属後 2 週続けて遅刻

近いところで迅速に判断する「連邦経営」に取組んで

をしてしまいました。当時の上司からは「バカヤロー」

おります。9 月の宮城の水害では社員総出し、地域でご

とこっぴどく怒られ、目覚まし時計をたくさん買いに

契約いただいている約 600 件のお客様を 3 日間でロー

行かされたのは情けない思い出です。

ラー訪問することでご安心をお届けすることができま

そこからスタートした私でしたが、温かく見守って

した。今後もよりお客様の身近でお守りできるよう一

くれる上司、先輩、同僚に恵まれたおかげで、小さな成

層精進していかなければと思っております。

功体験を積み重ね、チームのために働く喜びを知りま

最後となりますが、ロータリー会員として少しでも

した。7 年間の名古屋での経験が、その後のいろいろな

お役に立てますよう、また個人としても福島での生活

ことの機軸になっていることを考えますと若いころの

を満足なものにしていきたいと思っております。今後

出会い・経験の大切さを改めて感じます。

ともご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいた

その後、長野・東京・愛知・千葉と渡り歩き、日産

します。
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お客様並びに来訪ロータリアン紹介

福島 RC・マスコミ懇談会が開催されました

●マスコミ懇談会出席者
福島民報社 編集局報道部長

安斎 康史 様

福島民友新聞社 編集局報道部長

佐藤

ＮＨＫ福島放送局 放送部長

桑野 太郎 様

福島テレビ㈱ アナウンス担当部長

浜中 順子 様

㈱テレビユー福島 報道部長

渡辺 孝之 様

開催日時／ 2015 年 10 月 29 日（木）11：00
開催場所／ホテル辰巳屋 8F「琥珀の間」

掌様

司会／広報マルチメディア ･ 雑誌小委員会

坪井大雄委員長

○開 会
○出席者紹介
○挨 拶
幡 研一 会長
○説 明 広報マルチメディア雑誌小委員会 河田 亨 委員
○ロータリーについて
阿久津肇 パストガバナー
○ 2015-16 年度の活動
＊クラブ現況、クラブ実施計画
幡 研一 会長
＊その他
○懇談・マスコミ側の要望
○まとめ ○閉 会

※代表して安斎様、佐藤様にご挨拶いただきました。
●認定特定非営利活動法人パンダハウスを育てる会
理事長

山本 佳子 様へ

援助金目録の贈呈
＊前年度 1 年間の集計金額
258,010 円を送金
他出席者
理事

古関 令子 様

ニコニコBOX報告

〈報告〉牧野 吉晃 委員

本日のニコニコBOX投入額

幡 研一 会長
本日はマスコミ関係者の皆様早い時間よりご参加頂き感謝
申し上げます。パンダハウスを育てる会の皆様お越し頂きあ
りがとうございます。佐藤康太郎会員スピーチ宜しくお願い
致します。
佐藤康太郎 会員
本日、新会員スピーチをさせて頂きます。ありがとうござ
います。今後とも宜しくお願い申し上げます。
五阿弥宏安 会員
マスコミ懇談会を開いていただきありがとうございます。
森川 英治 会員
本日パンダハウスを育てる会への寄付の贈呈を行います。
皆さんご協力をありがとうございます。
坪井 大雄 会員
マスコミ懇談会へのご参加ありがとうございました。今後
ともロータリークラブの広報に関しご指導いただきますよう
宜しくお願い致します。

31件

¥59,000

累計

¥940,000

今井 康 会員
今週の土曜から本年最後の競馬開催が行われます。6日間と
短いですがお時間があればご来場いただければ幸いです。
丹治 正博 会員
NTT の志村さんより皆さんに御礼のメールがきました。来
年のドッグイベント大会も福島での開催が決まりそうとのこ
と、翌日の東京での全国決勝大会で志村さんのワンちゃんが
全国準優勝とのこと、我がクラブとしても更なる応援をして
いきたいものです。
──────────────────────────
他に／有田吉弘会員／浦部 博会員／江刺家宏樹会員／岡
田新也会員／加藤義朋会員／古俣 猛会員／佐藤武彦会員
／佐藤英典会員／茂田士郎会員／菅沼 裕会員／田沼紀美
子会員／反後太郎会員／土屋敦雄会員／靏丸直久会員／中
尾根康宏会員／箱岩 偉幹事／林 隆壽会員／藤井高志会員
／牧野吉晃会員／増子 勉会員／松浦敬裕会員／三宅 喬会
員／森岡幸江会員／八巻恵一会員
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