
           

                                                               

本日の例会（第１６５３回）   ９／２（水） 

◆2RC（錦・名北）合同夜間例会及び懇親会を行います。 

次回の例会（第１６５４回）   ９／９（水） 

《基本的教育と識字率向上月間卓話》 

◆スピーカー 国際奉仕委員会 

  委員長 香田 研二君 

国際ロータリー第 2760 地区  

                国際奉仕委員会 

 委 員 横田 徳久君 

◆題    名 「基本的教育と識字率向上月間」 

に因んで 

第１６５２回例会記録      ８／２６（水）曇 

◆司    会 梶川 久雄君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1650回例会 

欠席会員数  9名  欠 席 会 員  5名中 

出席会員数  28名  MAKE UP  4名 

出 席 率  75.68％  出席率訂正  96.77％ 

会  長  挨  拶 

副会長  梶川 久雄 

本日は、加藤会長がお

休みですので、私が代理

挨拶させていただきま

す。後程、クラブフォー

ラムが、ありますので宜

しくお願いします。 

さて、世界人口についてお話させて頂きます。本日

9:15AM 時点の世界人口は、72 億 7.532 万 9.919 人

（米国勢調査局と国連データからの推計）だそうです。 

 

現在、世界人口は、1 分に 137 人、1 日で 20 万人、

1 年で 7 千万人増加しています。1 年に 6 千万人が亡く

なり、1億 3千万人が生まれる結果です。世界の人口は、

過去 200 年で 6 倍に、40 年間で 2 倍と急上昇してい

ます。2050 年には 91 億人になる（国連予測）との事。 

人口の多い国・・（1）中国・13.54 億人、（2）イン

ド・12.145－、（3）米国・3.17－、（4）インドネシ

ア・2.32－、（5）ブラジル・1.95－、（6）パキスタン・

1.84－、（7）バングラデシュ・1.6－、（8）ナイジェリ

ア・1.58－、（9）ロシア・1.4－、（10）日本・1.27

億人～。中国、インドで世界人口全体の 4 割を占め、上

位10ヶ国で 6割を占める。欧州ＥＵ27ヶ国合計で4.9

億人。 

平均寿命（ＷＨＯ2011 年）・・（1 位）83 才・日本、

サンマリノ。（3）82 才・スペイン他～8 ヶ国。（188

位）48 才・チャド他～4 ヶ国。（193）47才・マラウ

イ。 

世界の平均寿命は 70 才。短い国の原因、病院不足、

不衛生等で乳幼児、子供が亡くなりやすい。 

医師の人数は先進国・・国民数百人に 1 人位いるが、

アフリカでは 1 万人に 1 人位しかいない。 

日本人長寿の原因・・和食（米、豆、野菜、魚、等の

栄養素バランス良好）、医療、衛生の充実等。 

日本の人口（H24 年度・総務・厚生省）・・1.2756

億人（外人含む）。毎日、2.879 人が生まれ、3.433 人

が亡くなる。 

日本人口は、1 日に 3.433－2.879＝554 人減少と

なる。1 年では、554×365＝202.210 人の減少とな

る。日本は少子化が進み、07 年から人口減少と推測さ

れたが、05 年前半から人口減少が始まっていた。 

人口が減ると結果的には経済力も低下し、国の借金、
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保険、年金等がより厳しくなる。子供を安心して生み育

てる環境作りがうまく進んでいない事が一番の原因であ

り、国を挙げて早急に有効な環境作りをする事が求めら

れている。 

幹  事  報  告  

1.来る 9 月 30 日(水)の藤田ガバナー補佐訪問の出欠票

を同封致しましたので、9 月 4 日(金)までにご提出下

さい。尚、当日は例会終了後、クラブ協議会を開催致

します。理事、役員、委員長並びに新入会員の方はお

忘れのないようお願い致します。 

2.次回例会(9/2)は名古屋錦ＲＣとの合同夜間例会及び

懇親会となっております。午後 5 時 30 分より例会、

引き続き懇親会をアパホテル名古屋錦にて行いますの

で、お間違えのないようお願い致します。 

クラブフォーラム 

2014～15年度決算報告 

直前会計  木村 雅一 

決算書を会員に配布のうえ、説明報告が行われました。 

職場見学会について 

職業奉仕委員長  近藤  朗 

来る１０月 7 日（水）例会終了後の職場見学会及び懇

親会のご案内が行われました。 

「2015-2016年度  

第 1回地区国際奉仕委員長会議」報告 

地区国際奉仕委員  横田  徳久 

日時場所：2015 年 7 月 31 日(金)名鉄グランドホテル 

司会：堀江地区国際奉仕副委員長 

第 1 部 

○開会挨拶 杉浦地区国際奉仕委員長 

国際奉仕事業は 

① 昨年 11 月、愛知奨学基金の残金によるタイのチ

ェンマイ・ウトラジットの運動施設の視察並びに

台湾の 3500 地区桃園西門クラブとのグローバル

補助金事業 

② 今年 6 月、カンボジアの水支援（井戸・トイレ設

置）と教育支援（文房具一式提供） 

③ Ｗ.Ｆ.Ｆ. 

等ありました。 

今年度はミャンマーを予定しています。今年度も引き

続き国際奉仕に関心を持って頂きご支援お願いします。 

○加藤ガバナー挨拶 

2760 地区の活動が注目されています。ロータリーの

皆様、今年も頑張って下さい。地区方針であるバッチを

着用し、ロータリアンとしての誇りを持って行動して下

さい。 

○講演 NPO 法人 AMDA 社会開発機構 

海外事業部 大谷 聡 様 

１．AMDA 社会開発機構について 

私達は、発達途上国の貧困軽減と健康増進を目標

に掲げていますので、ロータリーとの共同を願っ

ています。 

２．地区補助金、グローバル補助金について 

地区ロータリー財団・櫻井地区補助金委員長 

高山地区補助金副委員長 

今多くのクラブがグローバル補助金の申請中です。

各クラブが財団のお金を使っての奉仕活動を積極

的に応援しています、とエールを送っています。 

第 2 部 懇親会（意見交換会） 

○挨拶 大竹地区幹事 

こうした国際奉仕は主体は地区でなく、クラブで、財

団のお金を申請して活用する。こうしたプロセスが大事

で、一歩一歩前進し、やがて自信がつき大きな飛躍につ

ながるのです。意見交換会がその場になるといいと思い

ます。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

遠藤 友彦君 

久しぶりです。 

知ちゃんの送別会はやらないの？ 

梅村美知容さん 

久しぶりです。 

今日も元気に来れてうれしいです。 

【残暑お見舞い申し上げます。】 

横井 尚啓君 玉置 正樹君 岩田 滿治君 古川  康司君 

梶川 久雄君 尾関 正一君 星川 直志君 足立陽一郎君 

橫井  登君 西脇 多吉君 渡邉 泰彬君 尾關實津成君 

藤原 研一君 梅田  渉君 木村 雅一君 西脇 良一君 

宇都木 寧君 

加島  光君 

 

横田 徳久君 

石黒  勉君 

 

柴山 利彌君 

近藤   朗君 

 

杉浦  定文君 

阿部 美男君 

 


