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（２ページへ続く）

我らの生業 バラ色の人生

〈第1594回〉 2018年6月12日（火） 本年度第38回 6月19日（火）

何故６月１２日でなければならないのか？
果たして今、米朝首脳会談は開催されているのか？
Singapore?北京？大連？

　夜例会・ホタルの夕べ家族会・
ソニア送別会

講師：谷　康平氏

6月2日日曜日のバス旅行は、お天気に恵まれ昼食も
素晴らしく、クラブの親睦を深める良い機会になりま
した。高木幹事がプロフェッショナル魂を活かして素
晴らしいセッティングで貢献をされたことに大いに感
謝しています。また、道中に故中嶋会員の工場見学を
組み込んで‘職業奉仕活動’の意味を含めました。素晴ら
しい新鋭工場を目の当りにして、改めて中嶋会員を偲
び素晴らしい職業奉仕を実現なさったことを実感しま
した。

さて、6月はロータリー親睦活動月間です。という事
で、「親睦活動月間とは何ぞや」と改めてチェックし
てみました。
すると以外な事がわかりました。ロータリー親睦活

動というのは、クラブ内の親睦活動を指すのではない
そうです。英語の「Rotary Fellowships」が元になって
いて、むしろ国際奉仕活動に属する概念のようです。
実のところ僕は、クラブ内の親睦を活性化する月間だ

と思い込んでいたのですが、皆様は本来の意味をご
存じでしたでしょうか？
岡部パストガバナーの言葉を借りれば、「さまざ

まな国や文化から同じ関心事を分かち合う会員が集
まる【ロータリー親睦グループ】を通じて」ロータ
リーに積極的に関わっていくことだそうです。ロー
タリー親睦グループとは、「幅広い職業や趣味を網
羅した・・・100団体近くにのぼり、そのすべてが国
際的な親睦、友好、奉仕を深める役目を果たしてい
ます。」とのことです。
また、大谷パストガバナーは、「クラブ内に親友

を作るためのツールに趣味の会があります。各クラ
ブに夫々、野球、ゴルフ、囲碁、麻雀、コーラス等
の同好会があり、中には地区レベル、全国レベルの
交わりを深めているものもあります。このような親
睦をとりもつ会のお世話は立派な奉仕の業ですから
クラブ奉仕といいます。」と書かれておられます。
つまり、ざっくり言うと「国際的な同好会」で対

外的な奉仕活動を伴うのが「ロータリー親睦活動」
と言えそうです。

（２ページへ続く）

会長：秀島博規

ロータリー親睦活動月間



（１ページより）
国際ロータリーのホームページには、親睦活動グル

ープのメリットとして冒頭に「自分のクラブや国を越
えた友情を築く機会となります。」と記載されていま
す。また、親睦活動グループのメンバーになれるのは
「ロータリアンとその家族、ロータリープログラムの
参加者／学友です。」との事です。この開かれたイメ
ージが英語のFellowshipsであり、日本語の‘親睦’のイ
メージとは多分に異なっているのかも知れません。ポ
ール・ハリスがロータリークラブを創設した理由を聞
かれて、「ただ寂しかったから」と答えたそうです。
幅広く友人を求めるのがロータリアンの原点とも言え
るでしょう。

それはともかく、19日火曜日には「ホタルの夕べ家
族会」が催されます。この催しは‘お友達紹介夜例会’、
つまり次年度に向けた会員増強のために会員候補者に
参加してもらう意味合いもあります。是非とも大勢の
お友達をお誘い下さるようお願い致します。会員候補
者の同行は、「同一人、同一年度につき1回はご招待」
と理事会で決議されておりますことを改めて申し添え
ます。

幹事報告 幹事：高木　茂

￥49，０００.-　　　　累計　￥１，223，０００.-

￥31，０００.-　　　　累計　￥３72，０００.-

6月5日現在の寄付達成率は、87.3％です。
100％達成まで後、わずかであり是非達成できますよう
ご協力宜しくお願い致します。

吉 羽 会 員 先日のバスツアー、高木さんありがとうござ
いました。３才の次女が「またバス旅行に
行きたい」と申しております。

山本（良）会員 ハニー珈琲工場見学、有難うございまし
た。高木さん、お世話になりました。

田中（英）会員 ハニー珈琲工場見学、有難うございまし
た。高木さん、お世話になりました。

中 村 会 員 親睦バス旅行、お世話頂いた高木幹事をは
じめ親睦委員の皆様、有難うございまし
た。楽しかったです。

秀 島 会 員 前例会お休みのお詫び。バス旅行は天気も
絶好で本当に良かったですね。

小 山 会 員 先日の親睦バスツアー、高木幹事様大変お
世話になりました。先週の例会欠席のお詫
び。妻と知床、屈斜路、釧路湿原、トマム
を巡ってきました。４日間で雲海テラスと
びわ湖テラスを体験しました。HC10 回連
続出席賞自祝。

巽 会 員 ６月２日の「日帰りバス旅行」参加できま
せんでした。申し訳ありませんでした。

山 崎 会 員 親睦バス旅行、行けなくて残念でした。素
晴らしい天気でしたのに・・・

西 野 会 員 長期欠席おわび。

津 野 会 員 先週月曜日にIMや３０周年でお世話に
なった原丈人さんと食事する機会がありま
した。とても楽しかったです。

委員長：巽 健一

米山奨学委員会報告

6月05日（火） 現・次年度理事会
6月16日（土） 来日学生スピーチコンテスト及び来日

学生・派遣学生歓送会

6月19日（火） 例会・ホタルの夕べ家族会・ソニア送
別会

6月26日（火） 理事・役員退任挨拶

皆さまお誘い合わせのうえ、
多数ご参加くださいますようお願いします。

開催時間：17：30～

~お友達紹介・家族会・ソニア送別会~

γΗσ͈တ͓
ٛز

6月2018年 (火)19日
開催場所：太閤園　別館　桜苑 



6月5日【1593回】

担当：濃添会員

1：3年   2：6年  3：12年  4：18年   5：24年

解答→選択肢 3：12年

昨年の第111回医師国家試験でこんな問題が出題さ
れました。

正答率が 21.4％と悲惨な結果に出題者が驚いたと
伝えられています。
所謂【平均寿命】は正しくは【0 歳平均余命】といい 
現在 0 歳の乳児が後何年生きる事が出来るかを示し
ています。

現在日本人男性／女性各々の平均寿命は 80.98年／
87.14 年で 世界有数の長寿国である事は良く知られ
ています。

日本人女性の 80 歳平均余命は 単純に平均寿命 87
年から 80 年を引いて算出されるものではなく いろ
いろな死の可能性を乗り越えて 80 歳を迎えた人はそ
れだけ生命力が強い人達なので 平均余命は 11.79 年
になるのです。

さて 先日厚生労働省が平均 29 年の人口動態統計を
発表しました。
各紙の見出しはほぼ同じで【出生数最少 94 万人】と
いうものでした。
又死亡数は 134 万人で 自然減が 39 万人と 1899
年（明治 32 年）に統計をとり始めて最低の出生数であ
り最高の人口減少でした。

日本で最も赤ちゃんが産まれたのは 戦後のベビー
ブ－ムの頂点 1949 年（昭和 24 年）で 269万 6638人
ですから 昨年は当時の僅か35％だったのです。

何が原因かというと

1 結婚適齢期の男女減少
2 初婚年齢の上昇
3 初出産年齢の上昇
4 不妊症の増加
5 不育症の増加

等が考えられます。

初婚年齢そして初出産年齢についていうと 男は
31.1 歳 女は 29.4 歳で初めて結婚して その結果初出
産年齢は 30.7 歳になってしまいました。
更に結婚しても 子供を望まない夫婦も増えていま

す。
又子供は欲しいが妊娠が成立しない夫婦 妊娠しても
流産してしまう不育症もあります。 

日本中で産み控えが発生した 1966 年（昭和 41 年）
あの丙午の年でさえ 130 万人が誕生しています。
産み控えがあり 1 億人に満たない人口で 130 万人が
産まれていたのです。
この異常な少子化に 高齢者の死亡数の増加が拍車

をかけて 日本は衰退という一方通行の道を爆走して
いるのです！

人口問題の解決策を披露したいと思います。
収入や年齢を問わず 子供一人当たり 義務教育終了す
るまで【1 年 100 万円】を政府から支給するのです。
一月僅かの支給では子育てが出来るはずがありません。
しかし 一月約 8 万円（＝約 8 万円×12 ヶ月＝100 万
円）あれば出産／子育ての不安はかなり解消されるは
ずです。

100 万円×約 100 万人×15 年＝約 15 兆円！
僅か 15 兆円？です。

しかもこのお金は くだらない軍事費等とは違って 
【未来への投資】なのです。

外国人労働者を増やそうとして官民が動き出してい
ますが そんな弥縫策ではなく本質を捉えた解決策が
必要かと思いますが……

会員数　 　 　 　 34名

（内出席規定免除   9名）

出席会員   24名中  16名

出席免除会員  10名中  6名

出 席 率 22/30  73.33%

ビジター　　　　 1名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 23名

前々回  5/22  Ｍ/Ｕ 0名

修正出席率　    70.00%

担当：水間会員

８０歳日本人女性の平均余命は？
医師国家試験で正答率僅か21.4％
講師：谷　康平氏

【80 歳の日本人女性の平均余命に最も近いのはどれか】




