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会長

林

功

■副幹事 新見 香

プログラム

今日は、いろいろと残念なことを申し上げなければなりません。

開会・点鐘

まずは、今日も例会に参加してくださっているティンさんが、一時帰

ロータリーソング

国されます。とにかく、ご無事で、良い時間を過ごしていただくことを

ゲスト＆ビジター紹介

お祈りするばかりです。

出席報告

次に、事務局でいろいろとお世話になっている山根さんが、今月限り

会長挨拶

で退職されます。既にお知らせしているとおり、後任候補の方には既に

幹事報告

事務局に入っていただいておりますが、正式に４月からお願いすること

委員会報告

になるかどうか、今日の理事会で決定いたします。

ニコニコＢＯＸ

それと、ご承知のとおりの世界情勢でして、日本人として、現在、国

本日の卓話

家間における激しい紛争が起きていること、さらには核兵器が使用され
る恐れが現実に出てきていること（まさか、という声があることは勿論
承知しておりますが。）に大きな危機感を感ぜざるを得ません。今の戦
争状態が怖いのは、単にこれまでのような武力行使のみならず、情報特
にネットをめぐる侵害行為でして、これがどこにどのように波及してし
まうのか、恐ろしい限りです。
最後に、私事になってしまいますが、私は昨日、大阪府労働委員会の
会長に就任いたしました。そのため、次回の例会はリアルでもＷＥＢで

本日の卓話
『クラブ
フォーラム③』

も参加できなくなってしまいました。その後の例会については、大阪府
労働委員会事務局のご協力を得て、極力リアル出席できるようにする所
存でおりますし、仮に出席できない場合でも、会長挨拶原稿は必ず用意
いたします。次回、出席できなくなってしまい、大変申し訳ございませ
ん。

担当：
名村研二郎副会長

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
幹事

林原みどり

会員

２ みんなに公平か

⑨2024-25 年度地区年次大会ホストクラブ
立候補募集のご案内
（林会長、林原幹事）

＜幹事報告＞
（地区より）
①蔓延防止重点措置に伴うガバナー・同エレク
ト事務所運営体制のご連絡
（林会長、林原幹事）
②対面式ヒューストン国際大会開催の
お知らせ
（林会長、林原幹事、国際奉仕委員長近藤会員）
③【邦文定款第４条への疑問第 25 版
（定款 object 翻訳について）】の送付について
（林会長）
④2022-23 年度のための地区研修・協議会の
ご案内

（ロータリーの友事務局より）
⑩「ロータリーの友」購読料改定のお知らせ
（会員各位）
（箕面千里中央ロータリークラブより）
⑪「交通遺児支援チャリティコンサート」開催
のご案内
（会員各位）
（大阪アーバンロータリークラブより）
⑫創立 10 周年記念式典御礼
（林会長）
（米山奨学会より）
⑬ハンドブック送付及び提出物について
（事務局）

（田中会長エレクト）
⑤2022-23 年度ＩＭ第 1 組ガバナー補佐訪問の
ご案内
（田中会長エレクト、橋本幹事エレクト）

✤出席報告✤

⑥3 月のロータリーレートお知らせ
（1 ㌦ 116 円）
⑦2021-22 年度地区ローターアクト第 7 回
西ゾーン親子会ご案内（
（青少年奉仕委員長橋本会員）

出席報告
○出席数
○会員数
○出席率

朝子

〇前々々回

21 名
28 名
75.00％
1 月 26 日（水）
補正出席率

⑧チャリティクラフトビール販売のご案内
（会員各位）

木平

85.71％

メーキャップ
近藤 秀一会員（船場 RC）
暮部 光昭会員（理事会）

会員

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか

✤ニコニコ BOX✤
ニコニコ 担当：溝口
林

✤3 月度お祝い✤
聡

会員

功

会長：来週、欠席いたします。
大変申し訳ございません！
橘高又八郎会員：早退のお詫びです。
岸上 宏司会員：誕生日の品を頂いて。結婚記
念日（1 月）の品を頂いて。
病気入院のお見舞いを戴き
ました。
光昭会員：誕生日の品を頂いて。
大介会員：長期欠席申し訳ありませんで
した。ようやく来週の竣工検
査で落ち着きそうです。申し
訳ありませんが次週は竣工
検査につき欠席させて頂き
ます。
林原みどり会員：当院コロナ感染にて休診に至
り約一ヶ月を経てようやく
落ち着きました。その節は 2

会員誕生日：
岸上 宏司 会員
暮部 光昭 会員
田村 大輔 会員

暮部
永田

週連続で欠席し皆様にご迷
惑をおかけしました。ありが
とうございます。
橋本 昌也会員：池田ローターアクトクラブの
キタガワ君、例会に初参加あ
りがとうございます。ラック
の事業が続きますが頑張っ
て下さい。
新見 香 会員：卓話当番です。
溝口 聡 会員：配偶者誕生日の品を頂いて。

配偶者誕生日：
溝口 知子 様

池田ＲＣのテーマ「池田ロータリー

変えるべきもの、変えるべきでないもの」

✤前回の卓話✤

【第 3 部】～起業家精神～
1 部、2 部では、報道からの情報だけではなく、
「事実

『2000 万円問題からみる日本』
新見 香 会員

（例えば統計）」をもとに判断することの重要性をお
話しさせていただきました。
今度は経営層からのアンケート結果からの情報です。

【第 1 部】～水と衛生月間について～

日本の魅力は、
「社会インフラ」や「高い教育水準」
「熟

縄文時代の平均寿命は 31 歳、現代日本では 84.3 歳。

練労働力」というものがありました。一方、「税制」

一方、現代の世界を見回しても発展途上国を中心に平

や「政府の競争力」などは優位性が低いということで、

均寿命は 50～60 代、以前日本との差は 20 年以上とな

400 近い指標から導かれた「世界競争力」は 31 位。

っています。

アジア諸国でも多くの国の後塵を拝する結果でした。

これは、「長生きする人がいない」ということではな

また、各国の「起業家精神」における調査では、起業

く、「若くして亡くなる人」が数多くいるからです。

家精神をもつ人は日本で 100 人中 6.5 人。
当然ながら、

現代社会においても、５歳未満で亡くなる人は世界平

社会保障や雇用が安定しない途上国ではこの指数が

均で 1000 人中 39 人、日本は 1000 人中２名ほど。飲

高くなる傾向がありますが、先進国においては、生活

み水の清潔さと衛生環境が体力のない子どもや高齢

していくための企業だけではなく「社会性」や「自己

者の命を奪っているのではないかと想像されます。事

実現」を目指し企業を志す若者が多いということです。

実、水道水が飲めるといわれる国が世界で 20 か国、

それでも、日本の 100 人中 6.5 人という数値は決して

そのうち 8 か国が平均寿命の長い国のうち TOP20 に

高いものではありません。第 2 部の 2000 万円問題で

入っているのです。

も触れた通り、明治以降 100 年余りの間に水道をはじ
め多くの社会インフラは整備され、日本の平均寿命が

【第 2 部】～老後 2000 万円問題から考える～

延びたことに大きく寄与しました。また、戦後 77 年

3 年前に「老後 2000 万円問題」が世の中を席捲しま

の間には社会保障体制をはじめ世の中の仕組みが構

した。
「人口動態」
「家計調査報告」
「社会保険の概要」

築され、より豊かな暮らしが実現しました。これはひ

等の統計をもとにモデル世帯で試算すると、老後生活

とえに我々先人である諸先輩方のご尽力に他なりま

において月間５万円の家計赤字、65 歳か 95 歳の 30

せん。しかし、日本の経済成長が鈍化し、人口も減少

年間で 1800 万円となり、つまり老後に備えて約 2000

が始まった昨今、新たな世の中の仕組みを創り上げな

万円を準備していかなければいけないというもので

ければなりません。国や雇用に頼るのではなく、自ら

す。Ideco や投資信託等を用いて、公的年金で不足す

アクションを起こしていくべき時が来たと私 52 歳に

る額に対して、自助努力を求めていくという内容でし

なり改めて感じさせられました。まずは若き 20 代の

た。

RAC メンバーを導けるような歩みをしていきたいと

統計をもとに試算したものがすべての家庭にあては

思います。

まるように報道され、大きな話題となりましたが、あ

ありがとうございました。

くまで統計に基づいた一般的数値であり、報道に惑わ
されることなく、本来は家庭ごとに自ら生活に照らし
合わせ、試算することが大切であるとお伝えさせてい
ただきました。

池田ＲＣのテーマ「池田ロータリー

変えるべきもの、変えるべきでないもの」

ポリオプラス基金

3 月のスケジュール
2

水

3215 回例会

2月16日時点累計

9
16

水
水

3216 回例会
休会（祝日週）

3月2日分

23

水

30

水

3217 回例会
ガバナー補佐訪問/
クラブアッセンブリー
休会（祝日週）

16,688 円
1,241 円

累計

17,929 円

義捐金ＢＯＸ

2月16日時点累計

95,354 円

3月2日分
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

970 円

累計

96,324 円

春が来た
春が来た 春が来た
どこに来た
山に来た 里に来た
野にも来た

ニコニコ箱の累計
3 月 2 日現在累計

851,000 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

3 月 23 日（水）例会
『ガバナー補佐訪問/
クラブアッセンブリー③』
卓話者：
国際ロータリー
2660 地区 IM 第 1 組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
延原 健二様
/各委員会委員長

