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会員数 102 名 出席者数 65 名 出席率 72.2％
ビジター紹介（親睦活動委員会

明賀一博委員長）

髙岡耕子様（ゲストスピーカー）
会長挨拶（岡﨑善胤会長）

本日も例会にお集まり頂き有り難うございます。今朝、テレビのニュースで悲惨な事件が報道されて
いました。何か、日本人としての心の変化を感じざるを得ない事件です。卓話は、栃木結婚支援センター
髙岡耕子様にお話を頂きます。宇都宮市内 10 ロータリークラブの 1 番新しい｢宇都宮さつきロータリー
クラブ 5 周年記念式典｣が先週開催されました。会長・会長エレクト・幹事と次年度の幹事 4 名で参加し
て参りました。ロータリーとしての変化を感じた 5 周年でした。ある意味合理的又ある意味シンプルに
スマートにした式典でした。宇都宮ロータリークラブが行なっている海外との交流もありますが、そう
いった所で変化を感じました。是非、国際交流への参加・地区への参加・クラブ同志の会合への参加をし
て頂きたいと思います。米山記念奨学会からポール・ハリス・フェローの金バッチが届いております。阿
部欣文会員です。
幹事報告（熊本勇治幹事）

今週も例会終了後、委員会の引継ぎでこの会場を開放しております。各委員会の方々、引継ぎを宜しく
お願い致します。今年度の報告内容と次年度の計画をまとめて頂きたく、各委員長さんには宜しくお願
い致します。飯村悟会員の御尊父様が亡くなられた報告が入っておりますので、皆様にファックスにて
ご連絡をさせて頂きます。
ニコニコボックス委員会（石島洋委員）

誕 生 祝：加藤雅敏会員 篠崎昌平会員 金子昌郞会員
結 婚 祝：加藤雅敏会員 北村光弘会員
奥様誕生祝：篠崎昌平会員
プログラム紹介（プログラム委員長 岸本卓也委員長）

本日の卓話は、とちぎ結婚支援センター髙岡耕子様におこし頂いております。とちぎ結婚支援センタ
ーは、2,017 年 1 月に宇都宮で開所されました。現在、小山・那須塩原にございます。栃木県と県内の市
が構成する｢とちぎ未来クラブが運営をしております。会長が福田富一知事です。公営の結婚相談所です。
髙岡さんは、宇都宮市出身です。大学ご卒業後、百貨店・広告代理店を勤務されました。大変多才な方で
す。42 歳で宇都宮大学に通われ、工学博士を取得されました。特に原子力関係にも、大変お詳しいです。
本日の演題は｢とちぎ結婚事情

～結婚支援最前線から見る現状と課題～

｣です。宜しくお願い致しま

す。
卓話

｢とちぎ結婚事情

～結婚支援最前線から見る現状と課題～｣
とちぎ結婚支援センター

相談員

髙岡耕子様

皆様のお手元に、ピンクの封筒があると思います。中身のご確認を、お
願い致します。とちぎ結婚支援センターのパンフレット・応援支援サポー
トパンフレット・資料と Marisuppo の資料を入れさせて頂いております。
恋愛結婚と見合い結婚は、1960 年頃から逆転しました。私は、1980 年
に結婚をしました。主人とは、32 回目のお見合いでした。
本日の内容です。１．とちぎ結婚支援センターとは。
２．とちぎ結婚支援センター会員の分布と傾向
３．相談内容から見る会員の悩みと原因
４．私達が出来ること
５．オール栃木で結婚支援
と、いう内容になっております。
・とちぎ結婚支援センターの最近の結婚事情です。
｢結婚｣における状況は二極化し始めています。学生時代又職場で出会い、友人の紹介なので恋人となり
自然に結婚できるのは｢勝ち組｣、｢婚活｣しないと結婚できないのは｢負け組｣という風潮があります。
｢婚活｣という言葉は、1980 年代に山田先生という社会学者が結婚する活動という事で、使いはじめた
言葉です。｢婚活をするのは、恥ずかしい｣｢婚活をしているのを知られたくない｣という事が、今若い方
達の中に広まっています。
・栃木県の現状は、県内 30～44 歳の独身男性過多全国 1 位、女性１人に対して 1.6 人です。10 人の女
性に対して男性 16 人、単純に 6 人の男性は結婚出来ないという事です。男性にとって、勝ち残り競争
です。
・とちぎ結婚支援センターが｢マッチングシステム｣にお互いの条件をコンピューターに入力・登録し、そ
の条件があう同志をマッチングをさせ、お見合いをして結婚まで行かせようというシステムを県が作
りました。栃木県の結婚相談支援窓口が、2017 年 1 月に宇都宮市で開始しました。大通り明治安田生
命ビル 6 階にあります。
2017 年 11 月に小山センター、2018 年 3 月に那須塩原センターが開所しました。アイパットでお相手
の条件を検索し、自分に合う相手を見つけて申し込むシステムになっております。マッチングシステム
で、お相手を閲覧。お引き合わせ、交際になった後も相談員が相談を受けます。｢ファーストデートが
ラーメン屋だったのですが、これで良いのか？｣とか、｢彼から肉体関係を迫られたのだが、センターは
それを許しているのか？｣とか色々な相談が舞い込んできます。相談会と言って、お悩みの方から直接
相談を受ける｢女性イベントデー｣と言って、女性限定マンツーマン閲覧、女性会員の増加に向けた無料
イベント開催（デコクッキー体験等）しています。男性に対しては｢男 DAY｣＝ダンディマンデーと、
シャレを入れた日を用意しています。好感度コーディネイト、男の匂い対策、お金の話、お引き合わせ
シュミレーション等です。｢おしゃべりマッチング｣と言って、これは合コンみたいなイベントです。何
もしないのが売りの出会いの場で、初対面の異性と話す練習を重ねます。
・次にとちぎ結婚支援センターの現状です。2 年半経ちまして、登録会員数累計で 2,870 人（男性 1,711
人・女性 1,159 人）です。比率は、男性 60％女性 40％です。特に 30 代から 40 代の利用が目立ちま
す。申込数は 11,671 です。お引き合わせの実施は 2,383 組、交際に至ったのは、993 組です。成婚カ

ップルは、33 組です。お引き合わせ・申込みの成功率は 20.41％、交際・お引き合わせの成功率は 41.67％、
交際・成婚の成功率は 3.32％という実績です。我々相談員がフォローしていくのが課題かな？と思っ
ています。
・とちぎ結婚支援センター会員の分布と傾向（男性）です。ハイスペック・ショーウインドウ男子は、年
収は高くコミュニケーション力が高いです。この人達は売れ行きが良く、直ぐいなくなります。理系コ
ダワリ男子は、栃木県特有の人で年収は高いのですがコミュニケーション力は低いです。普通系男子
は、年収 350 万から 400 万円です。イケイケチャライ系男子は、土木作業とか現場の人達です。コミ
ュニケーション力は高いのですが、年収は低いです。どんより地味系男子は年収・コミュニケーション
力が低く、家のこたつから出て来た様な服装でセンターに来ます。この方達は、中々動きが悪いです。
女性の場合です。ハイスペック系女子は、証券会社勤務とかです。このタイプの人達は年収が高く、理
想も高いです。このタイプの人達は、理想の人をつかまえて、さっさといなくなります。次に共稼ぎ
OK 普通系女子は、年収 250 万円位で看護師・学校の先生・介護士さん等が多いです。専業主婦希望系
女子は、年収 100 万円前後ですが理想が高いです。地に足着いている系女子は、年収は低いが旦那さ
んの年収が低くとも共働きをすれば良いというタイプです。
・会員の悩みベスト 6 です。１．出会いが無い。２．申し込んでも断られる。３．コミュニケーションが
苦手。４．異性と何を話して良いか分らない。５．何を努力すれば良いのか分らない。６．婚活を続け
るのが辛い。｢出会いが無い｣という言葉の本当の意味は、条件の良い人に出会えないという事。日常に
出会っていたとしても、最初から結婚対象者として視野に入っていないのではないか？潜在的な対象
者の可能性がある。男性が望む理想と女性の望む理想が、ミスマッチである。男性は低収入でも結婚し
てくれる女性がいると信じ、女性は収入が高い男性と出会えると信じている。｢釣堀婚｣から｢価格 com.
婚｣へ、身近な出会いから世界規模の出会いへ、誰でも選べる反面、逆に選べなくなるという現象です。
職場が｢セクハラ｣｢パワハラ｣に配慮したいという動きから、上司の紹介や職場での恋愛が成り立ちづ
らい。職場と家の車通勤のドアーツードアーで、異性と係わる趣味や外出が少ないと異性と出会う機
会が無い。申し込んでも断られる。自分を客観的に自己判断出来ていない。男性のプロフィール写真の
問題。男性は正面写真で、笑顔がありません。女性は笑顔に弱いんです。男性は子供がほしいという理
由で、女性の年齢壁問題を 35 歳以下が申込み理由の 1 つに入っています。理想・条件を男女とも変え
られない。自分の希望ではない人（男性）から数多く申し込まれるが、自分が申込んだ相手からは断ら
れる。自分を客観視出来ていない無謀な申込み、｢赤い糸の丁度良い長さ｣が分らない。｢コミュ障｣と呼
ばれる人達、特に男性にいます。相手の気持ちが想像できないため、会話のキャッチボールが難しい。
丁度良い距離感が保てない。異性との交流経験の少なさ。どのあたりが自分にとって相応しいのか学
べていない。日常の興味に関するアンテナが低いため、話題性に乏しい。興味が無いか、極端に偏って
いる。魅力や経験が足りないか、もしくは魅力があっても伝わらない、こんな現象があります。何を努
力すれば良いのか分らない。ありのままの自分を見てもらうのが、一番。ありのままを認めるのは、マ
マだけ。彼女には認めてもらえない。自分磨き・顔・体型・身なり・態度・性格・収入アップ？合コン・
街婚・婚活パーティーに参加？出会えるような趣味を始める？友人知人に紹介してもらう？ネット結
婚？親に頼む？自然に出会える可能性は？婚活迷い子→せめてセンターへ登録→婚活駆け込み寺とい
う感じです。婚活を続けるのが辛い。婚活はエネルギーが必要。だらだらしても結果は出ないし、時間
が経つばかり。短気集中すれば良いのは分るが、気持ちとお金が続かない。断られ続けると、自己否定
感ばかりが強まりメンタル的に辛い。とちぎ結婚支援センターには、相談員が 5 人います。この似顔
絵が、チーム相談員です。相談員が出来る事は、今は婚活は当たり前で恥じることなく婚活に取り組ん
でという思い、会員の悩みは千差万別｢マッチングシステム｣というイマドキのシステムを使えど、容
姿・条件・要望と１人として同じパターンはありません。｢マッチングシステム｣の有効な使い方をアド

バイス。会員のシステム利用の仕方・発言・行動から見える本当の気持ちを汲み取って、寄り添いなが
らそっと後押し。そんな応援をするのが、我々相談員の使命です。相談員の出来る事は、時には超辛口
のアドバイスをする事。婚活は｢人生の見直し｣のチャンス、婚活は楽しくをモットーに成婚率アップ
を目指してまいります。
・オール栃木で、結婚支援という事で企業における結婚支援の必要性という事で、ここからは企業におけ
る結婚支援の必要性をお伝えします。これからの結婚支援は、個人個人の努力の他に企業と連携をし
て支援に取り組むことが重要になってきます。なぜなら、未婚者の増加による人口減少・人手不足・心
的不安からのやる気の喪失は、企業にとっても大きなリスクとなる可能性もあります。その解決策の 1
つとして、婚活支援事業があると思っております。企業内結婚支援のポイントです。企業で結婚支援を
行なう上での大切なポイントとは、結婚を前面に出す支援は簡単では無い時代、出会いの場の創出と
いう切り口で支援をする。結婚に直接結びつけようとするよりも、未婚の男女が集まる場を提供した
り、そこで触れあう場を提供するなど間接的な取組みも大切です。又社員にコミュニケーション能力
を高めるセミナーなどの実施等も望まれます。
・結婚支援に期待される効果は、何があるのか？
企業・団体が結婚支援に取り組むことにより期待される効果で、社員の満足度や仕事への意欲向上・人
材の定着・社員のコミュニケーション力 UP・企業間交流によるビジネスチャンスです。結婚支援は人
づくりです。共に働き、明るい社会を築いていく目標を共に見つけていきたい。ライフステージに応じ
た将来像を積極的に啓発する事も重要です。結婚支援は、人づくりに繋がる支援であると言えるのでは
ないでしょうか？
・まとめです。オール栃木で結婚支援です。結婚支援は行政だけではなく、企業や地域等県民総ぐるみで
取り組んでいかねばならない重要な課題です。企業が結婚支援をはじめ、社員のライフプランの実現
に取り組むことは、人材の確保・定着という意味でも必要であり、人づくりに熱心な企業が選ばれる時
代になってくるのではないでしょうか？御清聴有り難うございました。
＝当日の食事＝
ハンバーグ・デミグラスソース
サラダ スープ ご飯

【5 月卓話】
5 月 28 日（火）｢とちぎ 結婚事情｣ ～結婚支援最前線から見る現状と課題～
髙岡耕子様

とちぎ結婚支援センター 相談役

【6 月卓話】
6 月 4 日（火）｢宇都宮が生んだ初代横綱 明石志賀之助｣に迫る
中村弘様
6 日 11 日（火）1 年間を振り返って
6 月 18 日（火）

〃

6 月 25 日（火）

〃
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