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会長挨拶：渋谷義徳会長  

皆さんこんにちは、 

１１月８日尾木直樹氏講演

会、翌週１１月１４日（火）

は反省慰労の夜例会でした

ので、３週間ぶりの例会、

今月初めての昼例会という

ことで、誕生日紹介、結婚

記念日紹介がありましたの

で多少違和感を覚えますが、

講演会・夜例会で顔を合わせなかった人に今日は

会えましたので嬉しく思っています。 

尾木直樹氏の講演会のお礼を週報に書かせても

らいましたので、反省慰労会に出席してない人に

対しては週報の書面でお礼申し上げます。 

本日は株式会社広報しえん 営業部部長 山田 

一公様にお出でいただいております。 

山田様、講話をお引き受け頂きありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。 

私は１１月１１日（土）三条市中央公民館で行われた、第１３回「私のメッセージ 三条市小学生

大会」に参加してきました。「時代を担う子どもたちが健やかに明るく育つことは市民みんなの願い

であります。市内の小学生が普段の生活や体験、出来ごとなどを通して考えたことや思っているこ

とを素直な意見として広く市民から聞いてもらい、本市の発展と青少年の健全育成に役立てること

を目的に開催するものです。」と主催者のあいさつがありましたが、大会はまさにその通りで、市内

各小学校代表の６年生２０名が思い思いに素直に意見を発表していました。それぞれの発表者がい

ろいろの体験や見方、考え方をしているな～と感嘆して聞いて来ました。 

さて、話を変えます。年末が近づくと始まる年賀状の準備のことですが、２０１８年の年賀状の準

備に際し、「これだけは知っておきたい！」ポイントをお知らせします。 

１．今年の年賀ハガキは１枚何円？ 

２０１７年６月１日から官製はがきが５２円から６２円に値上りしていますので、年賀はがきも

値上げでは・・・と思っている方も多いのではないでしょうか。結論からいうと「お年玉つき年賀

ハガキ」の価格は５２円で据え置かれます。一方、喪中や寒中見舞いに使われるはがきは「官製は

がき」なので６２円ですので注意してください。 

２．発送の受付はいつから？ 元旦に届けるには？ 

 ２０１８年年賀ハガキ受付は２０１７年 12月 15日(金)からスタートし、12月 25日(月)まで投函 

本日の行事：卓話 

「新卒採用を巡る市況・採用のヒント」 

◆本日の出席：６５名中３３名    

◆先々週の出席率：６５名中５３名 81.54％ 

          （前年同期 84.85％） 

◆本日のゲスト：(株)広報しえん 

        営業部長 山田一公様 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 １１月１５日川瀬年度奉仕委員会 

               羽賀一真 

    １６日燕ＲＣ 中條耕二、岡田 健 

    １７日吉田ＲＣ 岡田 健 
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されたものが２０１８年元旦に届けられます。２６日以降も投函は可能ですが、元旦に届く可能性

は低いので早めに準備を進めましょう。かくいう私も今年こそは早めに準備を進めなければと思っ

ている次第です。 

すっかり日が落ちるのが早くなりました。朝晩は冷え込み、コートやマフラーを身に着けて出かけ

るという人も多いことでしょう。県境の山々からは初冠雪の報せが届いています。１１月２２日か

ら１２月６日は二十四節気の「小雪」です。雨が雪となってちらつくような寒さがやってくるとの

意味です。お互いに体調を崩さないように気をつけましょう。挨拶を終わります。 

ありがとうございました。 

 

幹事報告：松山浩仁副幹事   

・国際ロータリー財団最高責任者エリック・シュメリングより 

 年次基金への一人当たり寄付額上位３位クラブとして表彰し感謝

申し上げます。   

・地区ローターアクト委員長より  

第４８回地区大会 仮登録のお願い 

   日時 平成３０年３月３日（土）13：00～ 

   会場 燕三条ワシントンホテル 

   基調講演 スノーピーク代表取締役 山井 太 様 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２１日現在累計１８１,０００円＊＊＊＊＊ 

落合 益夫君 財団ＢＯＸに協力 

石川 一昭君 先般の講演会での西村社会奉仕委員長並びに関係者皆様、大盛況おめでと

うございます。あっぱれです!! 

       先日佐藤義英さんの準優勝賞品村上牛肉を頂きました。さすが、村上牛で

す。佐藤さん、来年は是非、優勝して下さい。待ってまあ～す。 

 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２１日現在累計３５１,０００円＊＊＊＊＊＊＊＊ 

中條 耕二君 鈴木武氏、第四分区ガバナー補佐のご逝去。鈴木さんとの交流を偲んでご冥福をお

祈りします。 

岡田  健君 久し振りの例会出席です。 

高橋 彰雄君 協力致します。 

石川 友意君 ＢＯＸに!! 

森   宏君 協力します。 

吉田 文彦君 米山奨学会への皆さんのご理解、ご協力に感謝申し上げます。 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２１日現在累計３７９,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 尾木直樹氏講演会では会員の皆様にご協力頂きありがとうございました。３週間ぶ

りの昼例会です、まとめて感謝の意を表します。 

大野 新吉君 去る１９日おゝ乃でのイベント山田姉妹を迎えての昼のコンサート、夜のディナー

ショーに多くの会員の皆様からご参加頂き盛会の内に終了させて頂きました。感謝

感謝です。 

佐藤 義英君 賞品の村上牛、大変美味しく頂きました。 

本間建雄美君 ニコニコボックスにご協力ありがとうございます。今後も

宜しくお願いします。 

羽賀 一真君 まだ１１月なのにこれだけ本格的に雪が降るのは驚きです。

今日は自分の車をタイヤ交換に出しています。 

＊１０月のコメント賞は佐藤義英会員です。 
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本日の行事：卓話 株式会社 広報しえん 営業部長 山田 一公 様 

講師紹介 高橋研一プログラム委員長 

18 年に山田一公様の部下の田辺たかこさんが営業に来られたのが広報しえん様

とのお付き合いの始まりです。とても綺麗な方でしたので今回 11 年経ちました

が、「是非卓話を」とお願いしたのですが退職されていました。そんなご縁で山

田営業部長から卓話をして頂ける事になりました。 

田辺さんを皆さんにご紹介できなかったことはちょっと残念ですが結婚されて

お子様もいらっしゃるということで安心しました。 

広報しえんは新潟県頑張る企業の人材採用・教育のお手伝いをされています。‘97 年設立「新潟就

職応援団」というブランドで新潟県に特化した事業展開をされています。その辺のお話をお聞きし

て人材確保に取り組みたいと思います。宜しくお願いします。 

「新卒採用を巡る市況・採用のヒント」 

田辺ではなくて申し訳あ

りません。当社始まって

以来の綺麗な営業マンで

したがめでたいことに結

婚し子供ができ辞めるこ

とになったのですが「や

めないでくれ」という事

で 2 人できるまでは活躍

してくれましたが一昨年

卒業しました。むさ苦しいのが来まして申し訳

ありません。しかし折角機会を頂きましたので

「大学生の新卒市況」についてお話させて頂き

たいと思っております。 

「新卒採用市場を理解する」 

採用スケジュールが 3 年前に変わりましたがそ

れによって様々な変化が起っていることを理解

して頂きたいと思います。 

最近「インターンシップ」という言葉が聞かれ

るようになってきました。 

世にいう「インターンシップ」と日本で行なわ

れている「最良のインターンシップ」の違いと

「採用成功のポイント」をお話ししたいと思い

ます。とは言ってもこのご時世です。これをや

ったら成功すると言う事は実際問題ありません

が少しでもヒントを見つけて頂ければと思いま

す。 

最初に「株式会社 広報しえん」の紹介させて頂

きます。ひらがなの入るへんな名前だと思いま

す。私は２００１年、9・11 のあった年に入社

しました。電話で「こうほうしえんの山田と申

します」といいますと皆さん「自衛隊か」と言

われました。仕事は新卒採用、特に大学、短大、

専門学校の新卒採用のお手伝いをさせて頂いて

います。中途採用は、採用の広告の代理業、有

料職業紹介（ハローワクーの有料版と考えて下

さい）、辞めないような研修事業（社員を育てる）

と言う事をやっています。「にいがた就職応援団」

という言葉聞をいた事がありますか。 

当社は今年創業２０周年になりますが、創業者

はリクルートの出身です。リクルートさんは新

潟に会わないという事でリーズナブルに新潟に

特化して「にいがた就職応援団」というインタ

ーネット上で立ち上げて始めました。新潟に勤

務地の無い企業は載せません。今年１８年卒を

対称に４４３社載せました。１４年連続で新潟

県では企業社数はトップです。又就職ガイダン

スも毎年、朱鷺メッセで開催させて頂いていま

す。 

最近の学生さんは狸と狐の化かし合いのように

なっています。適性検査、常識のない学生も多

いので新入社員研修、新潟に人を戻す（中途採

用）新潟県がやっているＵターンサポートなど

官公庁からの仕事も頂いています。 

新潟県と新潟市がやっています「就活生をもつ

保護者のための就職セミナー」を今週末開催し

ます。 

1.新卒採用市場を理解する。市境と構造、ダブ

ルの強風が続きます。リクルートが発表した

求人倍率は 1.78 ですが、全ての学生の数での

数字ですから、実際はもっと高い。 

流通業、建設業は跳ね上がっています。建設業

は対象者が少ない事もあります。建築土木とい

う学科が少ない。新潟には多分２００人いない

のではないかと思います。 

金融は 0.19 倍です。 

民間企業を希望している学生４５３千人、 

３００人未満規模の企業を希望 425,600 人 

景気に左右されて人材を欲していると言うのが

３００人未満規模の企業です。 

新潟県の企業で就職サイト（インターネット）

に掲載している数が２０１０年３００社だった

が今年は７７８社、このくらい増えてきていま
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す。去年から今年で１００社増えています。 

ニーズが変わったのでは無く、採用できなくな

ってきている。なんとか採用しなければいけな

いと言う事で増えていると思います。大手企業

が増えているのでは無く、高卒が採用できなく

なったので大卒を、と言う事になっている。 

中途採用がないので新卒をとなって来ている。 

早い段階で内定をもらって就活をやめる学生が

増えている。 

人がいないのに需要が高まっている。新潟県は

大学進学率が非常に良くない。大卒は１万人を

切りました。 

2.採用のスケジュールの変化でやり方も変化 

選ぶ側（企業）が欲しいと思う学生は沢山内定

を貰っている。高校生は１社しか受けられませ

んが、大卒は何社でも受けられる。内定辞退も

起る。これが大卒採用の面倒な処です。 

私が担当しているスーパーさんは毎年 30～４

０人採用します。辞退率が８割です。学生さん

は逃げていくという事を分かった上で動かなけ

ればいけない。 

１７年、１８年卒に関しては選考が６月からに

なりましたが面接開始が前倒しになっています。

５月末までに 85％の企業が面接を始めていま

す。５月下旬までに 68％が内定を出しています。

今年は４月下旬に 13.6％が内定を出しています。

大学３年生の６月から２月までプレ期間（就活

を始める準備期間）と言われていますがここを

活用するかが企業側のテーマです。３月から始

めると市場は終わっている事になります。 

3.注目されるインターンンシップ 学生の個人

情報を取れる方法としてインターンシップが注

目されています。 

３年前からインターンシップの実施率が２倍に

なっています。インターンシップでいわゆる青

田刈りをするというような流れになっています。

企業の動きに合せて参加する学生の数も増えて

います。 

学生にとってはインターンシップに参加するこ

とも就活と考えています。 

３月解禁と言われていても実際に３月以降に始

めている学生は 4.4％です。 

インターンシップの情報はどこから・・就職サ

イトからという学生が６割です。 

1ｄａｙインターンシップ参加が解禁に近づく

程多くなってきます。 

夏休みはちょっと長いインターンシップが多い。

これは大学の単位取得の一環で参加している事

もあります。 

就活は説明会の代わりに 1ｄａｙインターンシ

ップに参加する。 

インターンシップが採用に繋がっているか企業

に聞いたら７割が「繋がっている」ということ

でした。最近は２時間というような、会社説明

会の代わりに「インターンシップ」という名前

をつけてやっている会社も増えてきています。 

4.まとめ 中途採用にも目がいきますが、難し

いです。辞めないで転職するというのは難しい

です。転職先を決めてから退職する方が多いの

で、ハローワークに行かないで、民間のエイジ

ェントに頼る方が多い。大学進学率も上がって

くるので、高卒の採用が一番難しい。 

定期採用が重要です。沢山の求職者がいるのは

大卒者しかいません。併せて考える事は「早期

退職のリスク回避・採用したら戦力化」です。 

「では、当社は具体的に何をすれば？」「広報し

えんにお電話下さい」馳せ参じさせて頂きます。 

ご静聴ありがとうございました。 
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日 月 火 水 木 金 土

11/２７ 11/２８ 11/２９ 11/３０ １ ２
三条南ＲＣ
クラブ休会

三条北ＲＣ
「Ｒ財団月間」
「財団よもやま話」

第2560地区
Ｒ財団委員長
佐々木昌敏様

三条ＲＣ
「ロータリー財団
月間」
若槻八十彦委員
長

三条東ＲＣ
会員卓話

燕ＲＣ
会員卓話
加茂ＲＣ
夜例会

吉田ＲＣ
年次総会
ﾛｰﾀﾘｰ財団月
間

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
三条南ＲＣ
「年次総会」

三条北ＲＣ
「年次総会」

三条ＲＣ
「年次総会」

三条東ＲＣ
年次総会
燕ＲＣ
外部卓話
加茂ＲＣ
外部卓話

吉田ＲＣ
卓話
山縣恒介会員

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６
三条南ＲＣ
「疾病予防と治
療月間」
三之町病院歯科
口腔外科医長
安楽純子様

三条北ＲＣ
卓話
東北電力三条営
業所　所長
江部卓城様

三条ＲＣ
卓話
三条税務署
署長
廣瀬　隆 様

三条東ＲＣ
会員卓話

燕ＲＣ
年次総会
加茂ＲＣ
外部卓話

吉田ＲＣ
夜例会
19：00～
於：千ぐさ

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
三条南ＲＣ
忘年家族会
18:30～
ｼﾞｵ･ﾜｰﾙﾄﾞＶＩＰ

三条北ＲＣ
クリスマスパー
ティー18:30～
於：三条ロイヤル
ホテル

三条ＲＣ
忘年家族会

三条東ＲＣ
移動例会
燕ＲＣ
例会日変更
加茂ＲＣ
会員家族忘年会

休会

２４/31 ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０
三条南ＲＣ
クラブ休会

三条北ＲＣ
卓話
「時代対応力」
宝石みのわ社長
箕輪泰章様

三条ＲＣ
クラブ休会

三条東ＲＣ
休会

燕ＲＣ
休会
加茂ＲＣ
年次総会

休会

１５日（金）吉田ＲＣ （燕市吉田産業会館）
１８日（月）三条南ＲＣ （三条信用金庫本店）
１９日（火）三条北ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
２０日（水）三条ＲＣ （三条信用金庫本店）

（記帳受付） ２１日（木）燕ＲＣ （燕三条ワシントンホテル）
２１日（木）加茂ＲＣ （加茂市産業センター）
２１日（木）三条東ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
２５日（月）三条南ＲＣ （三条信用金庫本店）
２７日（水）三条ＲＣ （三条信用金庫本店）
２８日（木）三条東ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
２８日（木）燕ＲＣ （燕三条ワシントンホテル）

川瀬年度
会長エレクト研修 ２０１８年3月24日(土)
地区研修協議会 　　　　 　5月19日(土)
三条南ＲＣ50周年式典　 　6月16日（土)

★上記以外ＲＣ　火曜日　分水・田上あじさい　木曜日　見附・巻

１２月の行事予定（第4分区内ＲＣ）


