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前例会の記録・第 2492 回 2 月 20 日（火）12：30
「関市の地域経済分析について」
関信用金庫 経営企画部 部長 高井伸穂様
◆開会点鐘
◆「それでこそロータリー」斉唱
◆会長挨拶
皆さんこんにちは、本日の卓
話の方を紹介させて頂きます。
関信用金庫、経済企画部 部長
高井伸穂様です。今日は、関市
の地域経済分析について卓話を
して頂きます。後程、宜しくお
願いします。
さて、先週は、家族旅行に大変
多くの方に参加して頂き誠にありがとうございまし
た。日本三名泉、有馬温泉の湯は金泉、銀泉と二種類
の温泉が楽しめましたし、有馬温泉でも最高のホテル、
有馬グランドホテルは、
食事や雰囲気も非常に高級感
あふれる最高のホテルでした。そして、塚田夫妻には
結婚祝い金を贈呈し、結婚式はやられたそうですが、
披露宴はされてないということでしたので、親睦委員
会が急きょケーキを用意して、夜の食事の時、披露宴
の雰囲気でケーキ入刀があり、大変楽しい有馬温泉と
なりました。二日目は宝塚歌劇団、月組の舞台を初め
て見させていただき、男より男らしい女優をみて「ま
た行きたいな」という感じで追っかけに成りたい位大
変感動をしました。二日間にわたり、親睦委員長はじ
め親睦委員会の皆さん本当に有難う御座いました。
さて今日の例会が２４９２回目の例会ですが、ある
所から「２５００回記念の例会だから、記念に成るこ
とをしては」と、話が有り、三役で検討をし、理事会
で討議した結果、４月２４日を記念例会とし、事前に
２５００回記念稙樹を行う事になりました。予算はニ
コボックスを使わせて頂きます。大変時間がないとい
う事で、急ピッチで事を進めていますので、ご理解を
お願いしたいと思います。まず記念植樹は、
社会奉仕、
環境保全委員会でお願いします。事業としては、安桜
山遊歩道整備の流れで、
善光寺に桜を２本植える予定

をしています。１本はＮＰＯ法人スリーハンド代表理
事長 林貞一様に無償で頂きます。林理事長は、酒井
パスト会長の義理のお兄さんで、酒井パスト会長から
桜の植樹の話をして頂き、寄付をして頂けることにな
りました。大変有り難く思っています。植込みは、社
会奉仕委員会の方と２役と植木職人後藤で行わせて
頂きます。時期は２月が良いという事で、今日の例会
終了後、善光寺で植込みを行います。銘鈑は、「関ロ
ータリー例会２５００回記念、植樹」マークを入れて、
建てさせて頂きます。２５００回記念例会は親睦委員
会に担当して頂きますので宜しくお願いします。開催
日は４月２４日、関観光ホテルにて、会費を頂いて、
夜開催させて頂きます。内容については、まだ検討中
ですが、メンバープラス、関ロータリークラブに、１
年以上在籍された方に案内を出したいと思います。急
な事で、内容もこれからですので宜しくお願いします。
話は変わりますが、野球選手のイチローを知らない
人は日本においていないのではないかと思います。日
本でもアメリカでもヒットを重ね大記録を打ち立て
ました。そのイチロー選手のインタビューで忘れられ
ない言葉がありました。アメリカで通算３０００本安
打を達成した時だったかと思います。感想を聞かれた
ときに彼は「僕は３０００本のヒットを打つために
７０００回失敗をしました」と答えたのです。野球と
いうスポーツは一流の人でも３割＝３０％の確率で
ヒットを打つのがやっとです。そのため、イチローは
３０００本ヒットを打つために１００００回打席に
立ち７０００回の失敗をしたと言っているのです。ヒ
ットという結果の積み重ねに対して賞賛されていま
すが、それよりも彼は失敗してもめげずに何度も何度
も挑戦し１００００回挑戦したからこその偉業だと
語ったのです。このことは仕事でも同じではないでし
ょうか？１００％失敗せずに成功を重ねるなんてこ
とはほぼ不可能に近く、失敗や挫折を何度も経験しま
す。しかし、それにへこたれず再び起き上がって挑戦
したからこそ結果を残せるのです。これと似たような
ことを有名なエジソンも言っています。彼は電球を発
明した時に「失敗したのではなく、上手くいかなかっ

た方法を１００００回発見しただけだ」と語ったと言
われています。イチローとエジソン、時代も職業も全
く異なりますが、後世に名前が残るような成功をする
人間には共通してあきらめなかったという共通点が
あるのではないでしょうか。仕事に失敗はつきもので
すし、人間関係も落ち込むこともあります。ただ、そ
のままでいるのではなく、彼らのように何度も挑戦し、
成功を収められるようにしていきたいと思います。
◆委員会報告
◎出席委員会
委員 塚原清文
会員 49 名中
24 名出席
出席率 50.00％
◎ニコボックス委員会
委員 木村聡
会長・副会長・幹事の皆さん・・・先日の家族会、多
数の参加ありがとうございました。親睦活動委員会の
清水委員長はじめ委員会の皆様には素晴らしい旅行
を企画していただき感謝申し上げます。関信用金庫
経営企画部 部長 高井伸穂様 本日はお忙しい中、
関ロータリークラブにお越しいただきありがとうご
ざいます。しっかり勉強させていただきます。よろし
くお願いします。
酒井、長尾、木村の皆さん・・・関信用金庫 経営
企画部 部長 高井伸穂様 関 RC にお越しいただき
ありがとうございます。
今日は
「関市の地域経済分析」
というテーマのもと私たちの会社がますます発展す
るようアドバイスをよろしくお願い致します。
杉浦、酒井、土屋、猿渡、奥村、大澤の皆さん・・・
酒向德享さん、美味しい料理とお酒をありがとうござ
いました。R 情報、酒井さんの「ロータリーに通ずる
ボランティアの考え方」をテーマに自主性、社会性、
無償性、独創性など、色々盛り上がり、あっという間
に時間が過ぎました。
◆IGM の報告 報告者 大澤竜一
日時：2 月 19 日（月）18：30
場所：梅寿司
ホスト：酒向德享
リーダー：杉浦孝志
R 情報：酒井泉
義務出席者：土屋佳久、猿渡豊
大澤竜一、奥村敏教
◆「関市の地域経済分析について」
関信用金庫 経営企画部 部長 高井伸穂様
関市の人口動態は、市外
から市内への通勤・通学が
多く、昼間人口より夜間人
口が少ない。夜間人口は
２００５年をピークに減少
しており、２０４０年には
２００５年から１９．９%減
少する見込みである。関市
では、２０１０年から２０
４０年にかけて高齢化率が
２２．６%から３５．６%に
上昇する見込みである。高齢化の進行に伴い、総人口
に占める生産年齢人口の割合も、２０１０年から２０
４０年にかけて６３．１%から５３．５%に下落する見
込みであり、稼ぐ力の低下が懸念される。近隣自治体
はほぼ同じような形態が見込まれるが、美濃加茂市は
例外で、人口は３．９%の増加が見込まれ、年齢階級
別の人口増減も全ての階層で人口が増加すると見込
まれている。関市における所得、消費の流出入を見る
と、所得は市内に３８億円流入、消費は市外に２９６

億円流出している。つまり、関市外で働いている人が
多く、消費も市外で行っている人の割合が多いことが
推察される。関市における各産業の生産額構成比を見
ると、
「金属製品」が最も大きく、次いで「一般機械」
「その他の製造工業製品」となっており、それぞれ全
国水準を上回る。関市における各産業の生産額構成比
の特化計数を見ると、「金属製品」が最も高く、次い
で「パルプ・紙・木工品」「その他の製造工業品」と
なっている。「金属製品」
「一般機械」「その他の製造
工業製品」が関市における重要産業であるといえる。
関市における各産業の粗付加価値額構成比を見ると、
「金属製品」が最も大きく、次いで「不動産」
「商業」
となっており、「金属製品」は全国水準を上回る。関
市における各産業の粗付加価値額構成比の特化計数
を見ると、
「金属製品」が最も高く、次いで「パルプ･
紙･木製品」
「一般機械」となっており、それぞれ全国
水準上回る。「金属製品」が関市における稼ぐ力が強
く、域内マネーを生み出す力が強い産業といえる。関
市における「金属製品」は、就業者構成比が相対的に
高く、粗付加価値構成比の特化計数も全国水準を上回
る。「金属製品」
「商業」
「対個人サービス」は、関市
において雇用吸収率が高い産業であるが、
「商業」
「対
個人サービス」は効率化を推し進めることで、より稼
ぐ力を高めていくことができる。
≪産業分析まとめ≫
・生産額が大きく、生産額特化係数が高い産業（比較
優位を持つ産業）①金属製品 ②一般機械 ③その
他の製造工業製品
・付加価値額構成比の特化係数が高い産業（地域住民
の雇用所得を生み出している産業）①金属製品 ②
一般機械 ③その他の製造工業製品
・移輸入収支額の大きい産業（域内マネーを稼ぐ力が
強い産業）①金属製品 ②一般機械 ③その他の製
造工業製品
・雇用吸収力が強い産業（地域の雇用を支えている産
業）①金属製品 ②商業 ③個人サービス
◆ロータリー財団表彰
◎マルチプルポールハリスフェロー（累計 2000 ドル）
福本司朗さん
◎ポールハリスフェロー（累計 1000 ドル）
後藤信介さん
◆幹事報告
◎例会変更と休会通知
・可児 RC・関中央 RC
◎次年度委員会構成表配布
◎2018～19 年度 バリー・ラシン会長テーマ発表
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THE INSPIRATION
～インスピレーションになろう～

次例会のご案内
3 月 6 日（火） 12：30
「20 分で聞く LGBT」 弁護士 掛布真代さん
担当：米山奨学委員会
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

例 会：毎週火曜日 12：30
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2F
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア

