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●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

            

本題の前に、先日 5 月 31 日（土）に相模原 
市少年野球「相模原中 RC 優勝旗争奪杯」に出 
席してきました。当日参加頂いた会員の方々に 
は、ご苦労様でした。本来ですと、黛会長エレ 
クトが挨拶と始球式をするのですが、当日都合 
がつかないということで、次年度幹事の私が代 
理で挨拶と始球式を行いました。 
 挨拶の方は無事に終り、始球式に向け、キャ

ッチボールもしていたのですが、ボールが小さ

く感じられて、いざ本番で、バックネットを直

撃してしまいました。次年度は豊岡会員に頑張

っていただき、私も 2 年後には、また会長とし

て頑張って臨みたいと思います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
櫻内 康裕 

 さて卓話ですが、前回は会社の“地熱の家” 
を紹介させて頂き、その前は主に自己紹介をさ 
せて頂きました。今回は“人手不足”について 
最近の重要課題の話をさせて頂きます。 
 私共は「相模原市建設業協会」に属しており、 
その上の「神奈川県建設業協会」にも属してい 
ます。以前は市協会にも、100 社位入っていま 
したが、現在は半分ぐらいに減っています。 
 建設業協会では、建設業の法令の変更事項や 
各講習、行政との連絡や申し入れなどを行って 
います。また防災協定を締結して、災害復旧や 
イメージアップ、ボランティア活動等を含め、 
活動しています。 
 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



    

     

 その中で、先の東日本大震災では、被災後 7 日 
目に被災地・大船渡市への物資運搬に出発しまし 
た。詳細は資料を各テーブルに配らせて頂きまし 
たが、トラック 6 台 14 名で出発、支援物資とし 
てカップ麺、飲料水、菓子、毛布、軽油、発電機 
等を積み込み、帰りは被災地で出たゴミ、約 7 ト 
ンをトラックで持ち帰りました。 
 また今年 2 月 8 日と 14 日の大雪では、協会の 
全社ほとんどが、除雪作業に出動して対応しまし 
たが、雪の多さにかなわなかったのが現状です。 
あれだけ降ることを想定していなかったので、対 
応が遅れました。 
 

＜人手不足について＞ 

 よく言われるのが、東北への復興の関係で人手 
不足になっているとのことですが、実はそれ以前 
に、リーマンショックの時点では仕事も少なく 
それほど、人手が足りないと感じたことはなかっ 
たが、この時に廃業したり、倒産したり、高齢で 
辞めてしまっていたのが現状でした。また人件費 
も安く、若手が建設業に入ってこなかったのも、 
原因である。 
 高度成長以降、日本のインフラ建設を支えてき 
た建設業の「技能集団」が、次世代への技術・ノ 
ウハウの継承の危機に直面している。過去 20年、 
公共工事などの建設投資の減少などで、若手が減 
り、高齢化が進んでいて、このままだと、国内の 
インフラ整備に支障をきたす恐れがある。 
 総務省の統計では、建設業の全就業者に占める 
55 歳以上の割合は、平成 13～25 年の間に 23.9 
→34.3％に上昇し、一方で 29歳以下は 19.6→10.2 
％へと低下している。全産業に比べると、建設業 
の高齢化が際立っていることが分かる。 
 これに伴い、人手不足も影を落とし始めた。大 
阪労働局によると、今月 3 月の大阪府の技能労働 
者（型枠工、鉄筋工、とび工）の有効求人倍率は 
9.57 倍。9 人の職人が必要なのに、1 人しか求職 
者がいない計算だ。 
 また、平成 16～26 年までの労務単価の動向（神 
奈川県）では、特殊作業員の場合、平成 18 年が 
一番安くて 16,300 円ですが、平成 26 年は 21,900  
円で、約 30％以上アップしています。 
 

 
 
お配りした資料でも、「地域建設業が直面する 

経営上の最大の問題は人手不足」と記載されて 
おり、これまで経営上の問題点で上位を占めてい 
た「競争激化」や「受注の減少」の割合が低下し、 
代わって「人手不足」、「下請の確保難」の割合が 
上昇した。 
 市場縮小で、就業者が減ったところに公共工事 
が増加し、各社が人手の確保に苦労している現状 
が伺える。 
 東京五輪が開かれる 32 年までに、15～34 歳の 
若者の新規就労が 50 万人程度必要とみるが、実 
際には簡単でない。このような状況下で、建設業 
協会ではイメージアップを行ったり、高校生にイ 
ンターンシップをするなど人材確保に努めている。 
 また最近では、外国人技能実習制度にて一時期 
間を雇用し、人手不足を解消しようとしている。 
 
＜外国人技能実習生 受入拡大へ＞ 

 2015 年度初頭から、外国人向け技能実習生の 
受け入れ拡大に向けた緊急措置を時限的に講じる 
方針が確認された。 
 受け入れ期間の延長や再入国の容認、受け入れ 
人数枠の拡大などを念頭に、緊急措置の具体的な 
内容を固める。 
 現行 3 年間となっている受入れ期間を 5 年間に 
延長したり、帰国した実習生の再入国の容認、現 
行で常勤職員の 1/20 と規定されている受入れ人数 
枠の拡大など、建設業界からの要望を踏まえ、具 
体策を詰める。 
 
＜担い手確保に、予備自衛官＞ 

 元自衛官などが普段は企業に属しながら、有事 
の招集に応じるのが、「予備自衛官等制度」。 
 有事の際の役割や招集に応じて、「予備自衛官」 
「即応予備自衛官」、「予備自衛官補」の 3 つのカ 
テゴリーがある。 
 予備自衛官は数万人いるが、サービス業や製造 
と比べると、業建設業界での雇用割合は 1 割に満 
たない。自衛官在籍時に大型車両の運転免許や玉 
掛けなど建設に関連する特殊技能を習得している 
だけに、即戦力となる期待が高い。 

（概要にて掲載） 
 



 

      

 

 

連日、猛暑が続いておりますが、いかがお過ご 

    しでしょうか？ 今日は幾分しのぎ易い感じがし 

ますが、くれぐれも熱中症や脱水症状にはお気を 

つけ下さい。 

前々回、この場で「風薫る 5 月」などと話した 

とたん、仕事上の都合に見舞われ、やむ無く前回 

の例会をお休みさせて頂きました。関係者各位、 

特に江成前年度会長には感謝致します。ありがと 

うございました。 

先週末から一気に 30℃越え、所によれば 35℃ 

も越える気温。なかなか体がついていけません。 

職業柄、高温に慣れている私たちでさえも社内は 

真夏の動物園状態・・が見受けられます。不良は 

造るは、検査も素通り、得意先には叱られるはで、 

踏んだり蹴ったりでした。 

本日は、ロータリーの友 5 月号をパラパラ見て 

気になった記事ですが、「GLOBAL OUTLOOK」 

－「会員の入会と維持入門」でした。今年度は増 

強 0 名、減 1 名という状況を思うと非常に耳の痛 

い内容に映りました。 

その中で、ロン・D・バートン RI 会長のコメン 

トで「新しい感覚の新クラブを作る事です」とあ 

りました。例えば試験的プログラムで、隔週の例 

会を実施したところ、参加クラブの 90％で高い会 

員増加率をもたらしただけでなく、寄付推進、財 

団支援にも大きな効果が見られたそうです。 

今度、設立された相模原橋本クラブも週ごとに 

曜日を変えたり、夜間例会を挟んだりして、会員 

のニーズに応えようとされているようです。 

私自身、今まで「参加する事に意義がある」と 

いう発想が強かったように思えます。「出席すれ 

ば良し」、「顔を出せば OK」と、どこかそんな気 

持ちがあったのでは…と思わざるを得ません。 

別の RI 会長のコメントに「毎週、どこの町に 

もありそうなホテルに集まって、大して美味しく 

もない食事を取るだけでは、クラブにとどまり続 

けたいと思うはずがありません」とあり、（私も 

 

 

 

わかる気がします)、積極的な参加を促す為、変化 

は不可欠なのではないかとさえ思えました。 

伝統を重んずる考えも重要。が、しかし会員に 

とって魅力ある集団であり続けることも視野に入 

れて、構築して行くことが最も重要ではないでし 

ょうか。 

いよいよ 6 月を迎え、また先日は少年野球大会 

開会式（次年度の奉仕活動）に参加してきました。 

気持ち的には最終コーナーを立ち上がって、ホー 

ムストレートをフルスロットルで駆け抜ける、そ 

んなイメージです。 

残り 3 回の例会の中で、収拾をつけるには課題 

が大き過ぎますが、今年度を踏み台にし、次年度 

以降、違ったポジションからとはなりますが、シ 

ッカリ取り組めればと思います。 

 

＜理事会報告＞ 

①今年度収支決算（一部、概算金計上）の報告。 

 一般会計残金（次年度繰越金） 約 17万円 

 奉仕会計残金（   〃  ）  約 105万円 

②次年度一般会計の繰越金不足について。 

 今年度奉仕会計残金より、30万円の振替承認。 

 （※よって、奉仕会計残金は約 75万円） 

③相模原橋本 RC 認証式お祝金の件。 

 会長・幹事 2名出席により、クラブから 2万 

 円を承認。 

④相模経済新聞より、夏祭り広告協賛の依頼。 

 協賛は却下する。 

⑤奉仕活動「少年野球夏季大会（5/31）」及び 

「セラピー犬(6/7)」参加者をメイク扱いの件。 

 メイクとすることを承認。 

⑥年度最終例会・一泊例会について 

日時：6/26（木）～/27（金）18:15～例会 

    18:30～懇親会、20:30～2次会 

場所：「箱根パークス吉野」 

会費：1泊 2日、懇親会・2次会・芸妓代を 

 含み、会員会費を 15,000円とする。 

 クラブにて、約 20～22万円を負担承認。 

             （※次ページに続く） 

 



                        

 
⑦ポリオ寄付について 

 目標 40㌦×会員数＝1,160ドル（現在寄付額 

0円）につき、6/10、/17例会で募金を呼掛け。 

不足分を奉仕会計より負担承認。 

    ⑧規定審議会立法案の採択について 

（提出締切日：7/31 日）採択のための例会日 

を 6月 10日とし、全会員に通知する。 

⑨次年度ガバナー候補者推薦について。 

 次年度への申し送りとする。 

⑩クラブ事務局の次年度以降の雇用について。 

 基本的に１年ごとの更新とし、次年度は継続 

 を承認。 

 
 
 
●瀬戸会長、豊岡幹事 
①本日、会員誕生日祝の皆様、おめでとうござい 
 ます。 
②卓話の櫻内さん、先日の「始球式」のようなキ 
 レ味の良い卓話をお願いします。 
●永保 固紀会員 
①久し振りの例会出席になりました。 
②誕生日祝を含め、いろいろなお祝を戴きました。 

    ●阿部 毅会員 
    ①本日の卓話、櫻内会員よろしく。深刻なテーマ 
     ですが、知恵で乗り切って下さい。 
    ②誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 
     ６順目を迎え、72 才となりました。余り気負わ 
     ず、マイペースで過ごしたいと思います。 
    ●豊岡 淳会員 
     私の誕生日を祝って頂いて、ありがとうござい 
     ます。今日で 49 才になりました。40 代最後の 
     一年を楽しみます。 
    ●櫻内 康裕会員 
    ①本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 
    ②今日は久し振りの卓話で緊張していますが、宜 
     しくお願いします。 

●菊地 啓之会員 
    ①櫻内会員、本日の卓話宜しくお願いします。 
    ②会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

 

 
 
●中里 和男会員 
①会員誕生日祝の阿部さん、豊岡さん、永保さん 
 おめでとうございます。 
②櫻内さん、卓話頑張って下さい。     
●江成 利夫会員、竹田 繁会員 
①卓話の櫻内会員、よろしくお願いします。 
②誕生日祝を受けられる方々、おめでとうござい 

ます。 
●加賀 治夫会員 
 また来ました！ 
●横溝 志華会員 
①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 
②櫻内会員、卓話を楽しみにしています。 
●黛 裕治会員 
①6 月の会員誕生日お祝の皆さん、おめでとうご 
ざいます。 

②櫻内さん、卓話楽しみにしています。 
●小野 孝会員 
①櫻内さん、卓話ご苦労さんです。楽しみにして 
 おります。 
②誕生日祝の豊岡さん、阿部さん、永保さん、 
 おめでとうございます。 
●伊倉 正光会員 
①本日の会員誕生日祝の皆様、おめでとうござい 
 ます。 
②櫻内会員の卓話、楽しみにしています。 
●佐々木 敏尚会員 
 本日、誕生日祝を受けられる皆様、おめでとう 
 ございます！ 
●最住 悦子会員 
①6 月お誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 
②櫻内さん、卓話楽しみにしています。 
●田後 隆二会員 
①会員誕生日祝の豊岡さん、阿部さん、永保さん 
 おめでとうございます。 
②櫻内さんの卓話楽しみですが、早退します。 
 ゴメンナサイ。 

 
本日のスマイル額 ２６，０００円 
スマイル累計額 ９０４，１００円 



      
  

＜委員会報告＞ 

○次年度会長幹事会の報告  黛会長エレクト 

先日 5月 28日に行われた「第 4回会長幹事エ 

レクト会議」につきまして、要点のみ報告させて 

頂きます。 

     次年度より「高校生奨学金制度」が創設されま 

す。内容は、高校 1年で募集し、毎月 1万円を高 

2・高 3年の 2年間支給する。 

 各グループより 1名選出されます。既に地区よ 

り、相模原市内の公・私立の高校（約 20 校）に 

は資料を送付ずみで、第 5グループでも各クラブ 

から高校へ直接説明に行って下さいとのことで、 

2校づつ担当することになりました。当クラブの 

担当は光明学園相模原高等学校と、麻布大学付属 

高等学校となります。 

 
 
 

２０１４年５月３１日（土）９：００ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ついては奨学金は 2年間で 24万円になります 

が、地区から 16万円補助があります。よって、 

不足額 8万円をどうするのかということです。 

各クラブ人頭割で負担するのか、推薦したクラ 
ブが単独で負担するのか、ガバナー補佐よりクラ 
ブで協議して下さいとのことです。（賛否打診） 
 では、8 万円は人頭割で負担するということで 
承認させて頂きます。尚、グループ内で 2 人まで 
選出できるそうですが、もう 1 名分については、 
地区からの補助金はないため、24 万円の全額負 
担となるそうです。 
 また今回の会議より、相模原橋本 RC の古橋会 
長・原幹事が出席され、現在の会員数は約 50 名 
だそうです。        （概要にて掲載） 
 
 
 
淵野辺公園「ひばり球場にて」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

報告事項  

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①地区直轄プロジェクト実行委員会 委員の募集 

     次年度実施の地区直轄プロジェクト「難民定住 

支援プロジェクト」（かながわ湘南 RC 提唱）に 

 ご協力頂ける委員を募集致します。（事業の目 

的及び概要は回覧を参照） 

     実行委員としてお願いしたいのは「就職マニュ 

アル」冊子製作が主で、今までに難民受入れの 

     経験のある方、難民が就職しやすい業種（製造、 

飲食、清掃、介護、ホテル業など）に詳しい方、 

     少しでも力になってあげようとする方など大 

歓迎です。 

②高校生奨学金 募集の件 

各高校宛てに、高校生奨学金の募集を出してお 

り、問い合わせが高校から来ると思いますので、 

各高校宛てに送付した資料を、添付してお送り 

します。各グループでは、ガバナー補佐が中心 

になって進めますので、不明な点はガバナー事 

務所または次年度ガバナー補佐に、問い合わせ 

下さい。（資料は回覧にて） 

  
＊セラピー犬活動の出欠表を回覧しております。 

 日時：６月７日（土）12:30 頃集合（13時実施） 

 場所：特別養護老人ホーム「幸園」 

     ＊駐車場利用できます。 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

ビジター   玉川 勝司君（相模原東ＲＣ） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・豊岡  淳会員 ６月 ３日 

・阿部  毅会員 ６月１７日 

・永保 固紀会員 ６月３０日 

＜ショートスピーチ       阿部 毅＞ 

私もお陰様で今月で 72才になり、元気にロ 

ータリーにも通ってきています。人生は苦あり 

楽ありで、10年程前には大病をして、会社も整 

理し、もうロータリーには戻って来れないと思 

っておりました。 

 今は娘 3人もそれぞれ結婚し、立ち上げたシ 

ニアサロンも年間 3,000人位の高齢者が参加し 

てくれて、私も交流を楽しんでいます。今後も 

健康に気をつけ、RC会員として過せればと思っ 

ていますので、宜しくお願いします。（概要にて） 

 

例会プログラム 

６月１０日卓話 永保 固紀会員 

  １７日クラブ協議会「今年度活動のまとめ」 

      担当：会長、各委員長 

出席報告 

 会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２６名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

０名 １００％ ９５．８３％ 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3    ●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

相模原商工会館３Ｆ  ●編 集（親睦活動委員会）  

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605      委員長   菊地 啓之 

●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」            副委員長  竹田  繁 

〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15        委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000                阿部 毅、最住悦子、田後隆二 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp           ●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 
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