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欠席会員：なし
会長の時間
先日の新聞に宝塚市が 30 代～40 代半ばの人を正規職員として募集したところ、3 人の募集人数に
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対して 1816 人の応募があり、倍率が 600 倍になったという記事が掲載されていました。この人手不
足の時代にと、違和感を覚えました。
「ロストジェネレーション」世代という言葉はご存じかと思います。日本での用語として最初にそう
呼んだのは 2007 年正月の新聞記事からだそうですが、バブル崩壊後の景気低迷期「失われた 10 年」
に新卒が重なり、希望の職業に就けないまま非正規や無職となった世代は「氷河期世代」や「不遇の
世代」とも呼ばれます。
2000 万人ともされるこの世代は今や 40 歳前後となりましたが、まだ少なくない人々が不安定雇用
にとどまり、低賃金で親と同居し家族を持てず将来に不安を抱いています。「ロスジェネ」世代は一
般的に 1974 年～1984 年生まれの人々を指すそうです。バブル崩壊翌年に高校へ進学し、日本経済が
どん底へ落ちていく間に大学生活を終え、就職氷河期時代の幕開けとともに社会へ放り出されました。
一方、1971 年～74 年生まれは同い年が 200 万人もいる第二次ベビーブームの「段階ジュニア世代」
と呼ばれます。ちなみに昨年の我が国の出生数は 92 万人弱、ということは、私の生まれ年 1974 年は
「団塊ジュニア」でかつ「ロスジェネ」世代という事になります。
今の世代の倍以上の人々が氷河期入り口で就職活動に奮闘したにも関わらず、やる気や能力があっ
てもなかなか正社員として世に出る事ができなかった人が多くいるのです。
しかし、この不安定雇用は『自己責任』として本人たちのやる気や意識の問題だとみられがちで、第
１次ベビーブーマーの団塊世代やすぐ上のバブル世代とは経済的な『世代間格差』が生まれました。
一部では親の世代よりも貧しくなってしまった戦後初めての世代といわれているそうです。
このことは、現在の人口動態上の問題にも大きく関わっていて、この世代は第二次ベビーブーマーと
して大きな人口の塊を含んでいるにもかかわらず、未婚率の高さや低収入からついに第三次ベビーブ
ームは起きず、人口減少を押しとどめる力にはなりませんでした。
今後、ロスジェネの高齢化が日本社会に大きな衝撃をもたらすと言われています。
政府は今年 4 月、
ロスジェネを『人生再設計第一世代』と名付け、「今後 3 年程度で集中的に再チャレンジを支援する
仕組み」を作るといいます。冒頭の宝塚市の取り組みもその流れの一環なのでしょうが、我々はもう
若くない。バブル世代よりはまだ少し気力と体力はあるけど、イケイケの IT 世代よりは確実に上へ
外れているのです、少し手遅れなのかもしれません。
幹事報告
○ガバナー事務所より、令和元年 8 月の九州北部豪雨災害支援・協力要請が届いております。
○相生 RC より IM の案内が届いております。
日時：2019 年 11 月 2 日（土）登録受付 13：30 開会 14：00

場所：ラヴィーナ相生

○上郡町住民課長より秋の交通安全運動実施計画について書簡が届いております。
7：30 から 8：30 まで

当クラブの交通立ち番は 9 月 27 日（金）
○来週 9 月 13 日は休会です。

○本日、第 1 例会ですので理事会を開催します。理事の方はご参加お願いします。
○9 月 4 日の神戸新聞に、髙見会員の記事が掲載されていましたので回覧します。
各委員会報告
社会奉仕委員会
秋の交通安全運動が始まります。9 月 27 日が当クラブの立当番です。ご協力宜しくお願いします。
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又、直前に場所の確認等、お聞きします。
ゴルフ同好会
9 月 8 日の髙見会員歓迎ゴルフ大会ですが、10 時集合、10 時半スタート、ストークヒルゴルフク
ラブです。宜しくお願いします。
会員増強委員会
髙見会員の月信掲載（新入会員）は次号になります。又、以前に、会員一人につき入会候補者 1 名
の提出をお願いしていましたが、まだの方はご協力お願い致します。
審議事項
特になし
本日のプログラム
≪スピーチ≫

「地域資源を活かした活動の展開」
赤松地区むらづくり推進委員会

会長

古正好晴様

地域の概要
団体名

赤松地区むらづくり推進委員会

地域名

赤穂郡上郡町赤松地区

地域の概況

集落数：１５集落

人口：1,594 人

世帯数：680 世帯

高齢化率：38.1％

地域活性化への取組状況
●白旗城まつり
白旗城まつりを平成 4 年度から毎年 11 月 23 日に開催。
（白幡城跡の国指定史跡答申を機に開始）
現在は 170 体を超える武者行列を実施。
●圭介まつり
大鳥圭介没後 100 年（平成 23 年）にむけ「県民交流広場事業」を活用し、生誕地にいきいき
交流ふるさと館を整備。毎月第 1・第 3 日曜日にはふれあい喫茶を開き、塾長を配して圭介塾
を開催。
圭介まつりを毎年 5 月 4 日に開催
平成 27 年 2 月 22 日には「知事とのさわやかトーク西播磨」を実施。
大鳥圭介没後 100 年を記念し、伝記アニメ「けいすけじゃ」の制作（アフレコ）に参加・協力。
●地域交流会
ヒメボタルの観察会、竹細工教室とタケノコの育成、地元産品を使った料理教室等、町立赤松
公民館を拠点とした事業を展開。
特産品開発として、町キャラクター「円心くん」と大鳥圭介キャラクター「圭介くん」の人形
焼に取り組む。
手作り鎧カブト事業への取組状況
・甲冑の製造

きっかけ

・武者行列

祭りの魅力

・地域活性化

誰でも参加
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・他地区との交流
鎧かぶとの展示、武者行列や着付け体験、特産品販売などで広域交流を推進。
島根県安来市（戦国尼子フェスティバル・手作り甲冑）、西播磨スプリングフェア「出る杭大会」、
夢前置塩城まつり、赤穂義士祭、地域再生大作戦元気交流会（神戸）
、ひょうご博覧会（大阪）、神
戸まつり、備前市、相生ペーロンまつりなど。
国指定史跡「白旗城跡」を観光資源として誘客を図る「落ちない城・白旗城」PR プロジェクトを、
県、町と連携して計画・実施しています。
ニコニコ箱・親睦箱
小林会長・・・古正様をお迎えして。本日は宜しくお願い致します。
堤

幹事・・・古正様をお迎えして。本日は宜しくお願い致します。

塚崎会員・・・結婚記念日自祝。純愛夫婦も 13 年目に入りました。
大岩会員・・・古正様をお迎えして。今日は宜しくお願いします。結婚記念忘れていました。
朝来会員・・・古正様をお迎えして。髙見会員新聞に大きく、いい顔をして掲載されていました。
改めて無鑑査おめでとう。
江見会員・・・古正様をお迎えして。スピーチ宜しくお願いします。
髙見会員・・・古正様をお迎えして。宜しくお願い致します。
小谷会員・・・暑いです。
辻

会員・・・古正様をお迎えして。

三浦会員・・・古正様をお迎えして。今日は宜しくお願いします。
深澤会員・・・古正さん、久し振りです。今日は宜しくお願いします。
髙見さん、先日新聞でお見かけしました、立派です。
宮本会員・・・古正様をお迎えして。
箸蔵会員・・・古正様をお迎えして。一昨日は、京都は荒れたようで仁和寺も雷が落ちました。
半田会員・・・古正様をお迎えして。宜しくお願いします。
寺本会員・・・古正様をお迎えして。本日は宜しくお願いします。
池田会員・・・古正様をお迎えして。
山本会員・・・古正様をお迎えして。8 日の天気が心配です。
大澤会員・・・古正様をお迎えして。スピーチ楽しみにしています。
井口会員・・・古正様をお迎えして。髙見会員、無鑑査おめでとうございます。
ニコニコ箱

１１，０００円
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