
 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                                  

 本日のプログラム 第 2134回例会 平成 29年 5月 24日  

行 事：ガバナー補佐訪問 

 第 2133回例会 平成 29年 5月 18日の記録  

 

 会長の時間  濵口佳丈 会長  

 
皆さんこんばんは、 
Ｙahoo!ニュースを見てま
すと、オックスフォード大
学が大胆な予測をしてま
した。10年から 20年後約
47 パーセントの人の仕事
が無くなる。人から仕事を
奪う 3つの大きな原因、そ

の 3つの原因が数年後 2倍 3倍に大きく増やす
チャンスとも言われています。90パーセント以
上の確率で消える仕事リストとして、銀行融資
担当者、電話オペレーター、レジ係、ネイルリ
スト、弁護士助手、ホテルの受付、税務申告の
代理者、不動産ブローカー、動物のブリーダー、
時計の修理などなど、技術の進歩が目覚ましい
勢いですすんでいる機械どのくらいの人間の
仕事が奪われてしまうかを研究した結果 10 年
から 20 年ほどで約 47％の仕事が自動化される
リスクが高いと結論がでました。人から仕事を
奪っていく 3 つの大きな原因１．供給過剰２．
技術革新３．消費者の行動の変化。整骨院の数
は、2002年に 25,975店舗だったのが 2012年に
は、42,431 店舗に 10年で 1.6 倍コンビニ最大
手セブンイレブン・ローソン・ファミリーマー

トの店舗数の合計41,085店舗より多い数です。
しかもこれは、整骨院だけの数で整体院なども
含めると 10 万店舗を超えるのではないかと言
われるほど急増してます。美容院や歯科医院も
コンビニより多くなっております。技術革新や
インターネットの発展によってＧ oogle、
Yahoo！楽天Amazonなど多くのインターネット
の企業が多くの仕事をのみこんでいきました。
例えば Amazon の登場で街から本屋が次々と消
えて 21,495店 2000年から 13,488店 2015年で
約 40％が消え去ってしまいました。消費者の行
動の変化で影響を受けているのが、小売店です。
手元のデバイスであらゆる情報へのアクセス
が可能になって、消費者はより安く賢く買い物
をするようになりつつあります。大きな変化が
ある時には、同時にチャンスも生まれています。
時代の変化を上手く読んで、ビジネスを成功さ
せた企業があります。インターネットで物を売
りたい人は増え続けていますが需要に供給が
まったく追いついていない状態になってます。
どうすれば商品を買うのか心理技術で人の心
は、10 年から 20 年といった短い時間で変わる
ものではないそうです。 

 
 幹事報告  山門弘毅 幹事 
▼津北、松阪山桜、松阪、桑名北、松阪東ロータリークラブより例会変更のお知らせが届いており
ます。 ▼ガバナー事務所より日本のロータリー１００周年委員会設立趣意書が届いております。 
▼地区事務所より２０１８－１９年度国際青少年交換夏期派遣学生募集案内が届いております。 
▼ガバナー事務所よりクラブ・ビルダー賞他各種賞・表彰推薦についてのご案内が届いております。 
▼松阪山桜ロータリークラブより第２４回ガバナー杯野球大会最終要項が届いております。 
▼ロータリー米山記念奨学会よりハイライトよねやまが届いております。 
▼伊勢中央、横浜戸塚西ロータリークラブより週報を戴いております。 
 

 山口哲生会員卓話         
皆さんこんばんは。初めての
卓話となりますので、自己紹
介も兼ねて話させていただ
きます。私は、昭和 50 年 10
月 21日生れの 41歳です。生
まれたときは 4020グラムあ 

りまして、今では考えられないくらいの赤ちゃ
んでした。井戸保育園、井戸幼稚園と通ったん
ですが、幼稚園の頃に髄膜炎を患い、入退院を
繰り返したのを覚えています。そんなこともあ
ってか、自分は体が弱いのかなと思いながら井
戸小学校に通い始めると、勉強は嫌いだったの
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ですが、学校は好きでした。友人と話したり、
遊んだりするのが楽しみでした。少々、熱があ
っても休みませんでした。そのおかげで6年間、
無遅刻・無欠席の皆勤賞を頂き、木本中学校に
進学し、そこで野球を 3 年間やらせてもらい、
中学校も皆勤賞を頂きました。高校は木本高校
の普通科に進学し、中学の最後にラグビーを経
験したのをきっかけに高校ではラグビー部に
入部しました。しかしながら、1 年しか続かず
退部いたしました。高校 2年間は皆勤だったの
ですが、高校 3年の始業式、グリル森のカレー
を食べに行こうと、4・5人で学校を抜け出そう
としたのですが、正門と裏門には先生が見張っ
ていたので、グランドのフェンスを乗り越えて
行こうと決めました。そのフェンスを乗り超え
飛び降りた私は、握り拳くらいの石を踏み、転
げ落ちました。相当痛かったのですが、どうし
てもカレーが食べたくて、グリル森まで足を引
きずりながら、ようやく到着し、無事念願のカ
レ―を食べることができたのですが、さあ靴を
履こうとしたら足が2倍くらいに腫れあがり履
けません。これは駄目だと親を呼び紀南病院で
診察してもらうと、踝の靭帯断裂でした。手術
を余儀なくされ、1 週間入院し私の皆勤生活も
11年であえなく終わりを迎えました。勉強は嫌
いだった私ですが大学は行きたく浪人するこ
とにしましたが、勉強するわけでもなく、2 浪
目を迎えます。遊ぶことしか考えなかった私は、
大学選びは、一度も行ったことがない場所、親
戚・友人がいない場所、食べ物が美味しい場所
を重視し、北海道と福岡を受験し、寒いところ
よりは暑い方がいいなと思い、福岡の大学に通
い始めます。土地勘も知人もいないので、まず
は、数あるサークルの中から、スキューバダイ
ビングサークルに入部し大学生活を満喫しま
した。卒業すると、津市香良洲町という町で、
どんな仕事も引き受けるという特殊な電気屋
さんに 3食付で丁稚奉公し、そこで 3年間勤め
様々な国家試験を得ることができました。その
後、松阪市で電気設備設計事務所に就職し 2年

間勤め、熊野に帰ってきました。28歳で結婚し
6 年子供ができませんでしたが、ようやく子宝
に恵まれ、現在は 7 歳の長男・6 歳の長女・3
歳の次男がいて極々平穏な日々を送っていま
す。少し時間がありますので、私の仕事内容を
話させていただきます。母体は家電業ですが電
気工事、福祉用具の販売貸与を行っています。
その中で約半分を占めているのが電気工事で
す。一口に電気工事といいましても弱電・低
圧・高圧・特別高圧・超高圧・超超高圧と様々
です。私は、その中で、弱電・低圧・高圧の仕
事をしております。高圧というのは交流で、
600V 以上 700V未満の電圧のものです。低圧と
いうのは、交流で600V未満の電圧を指します。
弱電は約 50V未満とされています。私の会社で
は弱電が大半を占めており、電気通信工事業に
なります。特に防災無線に関しては、御浜町・
熊野市・下北山村・紀北町・玉城町と施工・管
理メンテナンスをさせていただいております。
最近、北朝鮮からミサイルが飛んでくるかもし
れない中、防災行政無線と全国瞬時警報システ
ム（J アラート）が注目されていますが、ミサ
イルが発射されてから約 10 分で着弾するそう
です。防災行政無線と Jアラートは連動してい
まして、ミサイル発射してから約 3・4 分で J
アラートが感知し、防災行政無線やエリアメー
ル・緊急速報メールなどに連動します。放送を
聞き終わるまで約 7分ですので 3分で避難しな
ければなりません。J アラートは国民保護情報
を感知しますので、なにもミサイルだけではあ
りません。震度 6以上の地震や津波、テロやゲ
リラ攻撃など様々です。放送をよく理解してか
ら落ち着いて行動することをお勧めします。最
後にJアラートの実際の音を録音していますの
で聞いてください。『ウーーーー』と非常に不
快な音ですが、他のサイレン音と区別すること、
サイレン音を聞いても慌てさせないことを考
慮しこの音になったそうです。以上になります。
ご清聴ありがとうございました。 

 
 メークアップ   
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 ニコニコＢＯＸ  

 

会長・幹事…哲生君、卓話ありがとうございました。 

山口 哲生…本日卓話をさせていただきます。よろしくお願いします。 

平谷 一人…いつも欠席すみません。 

会員増強研修セミナー参加者…会員増強研修セミナーに参加させて頂いて。 

平谷一人、井上登、森本健一、赤阪俊一…ビールいただきます。 

大崎 順敬…ビールをいただいて。遅くなりました。 

 

 

 

 次回第 2135回例会  

6月 1日：職業奉仕委員会卓話 

     諸事御祝 

 会長支持率報告  西村昭宏 会長エレクト 

会員数 35名  出席数 13名  欠席数 22名 

出席率 37.14%  修正 57.14% 


