
□点 鐘

□ロータリーソング：奉仕の理想

□ロータリアンの行動規範：山根会員

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者：２９名 □欠席者： ３名

□メイク： １名 □出席率：９３．７５％

□会員誕生日 …吉岡(一)、小坂

□配偶者誕生日…菅、市川、山根、井上

□事業所創立 …西岡、川崎

□年賀状 …佐渡、大森、市川、藤中、本庄、

佐藤、中川、吉本、夜船、堀越、

小坂、川崎、尾野、板場、山根、

西岡、土居、吉岡(一）

□特別スマイル

・１月１７日、息子正孝がラーメン店“誠家”を開

店致しました。どうぞお立ち寄り下さい。

（大森 寛）

・１０月３日に脳梗塞で自宅前で倒れ、三か月弱の

闘病生活とリハビリ期間を得てやっと日常生活に

支障のないようになりました。皆様にはご心配を

お掛け致しました。 （佐藤 守幸）

１月 小坂啓子会員

幹事 井上 盛文

・ロータリーレート１月より１＄＝１１４円

・吉名よがんすのぉ～祭り協賛のお願い

・例会終了後、定例理事会を開催します。

会長 鴨宮 弘宜

今月は「職業奉仕月間」です。

今月のロータリーの友に「ロー

タリアン職業奉仕を語る」とし

て特集が組まれています。改め

て職業を通しての奉仕とは何か

を考えさせられる、大変興味深

い記事が多く掲載されています。

ぜひ、一読をお勧めいたします。

また各ロータリーで実践されている職業奉仕も紹介

されています。なるほどと感心させられる事業もあ

り、私たちの事業についても考えさせられるものが

たくさんあります。私たちが今日まで職業を通して

得た経験や知識等を活かし事業に反映させているも

のばかりで大変勉強になりました。

「切磋琢磨」という言葉があります。切磋琢磨とは、

•「切」とは骨を加工する時の作業。

•「磋」とは象牙を加工する時の作業。

•「琢」とは玉（ぎょく）を加工する時の作業。

•「磨」とは石を加工する時の作業。

これらの作業には手間と緻密さが要求される作業と

される。このことから、常に勉強したり道徳に励ん

で人間を成長させることや、競い合い励まし合って

互いをみがく様。とあります。

私たちも、この職業奉仕月間に他のクラブの事業を

学び、切磋琢磨の心で事業を考え、実行し私たち自

身の成長につなげられればと思います。

また職業奉仕とは親睦とイコールであるとも紹介さ

れています。親睦を深めつつ、職業奉仕を実践して

まいりましょう。次年度も、少しづつ形になろうと

しております。切磋琢磨の心で取り組んで参りましょ

う。ご清聴ありがとうございます。
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム １月２５日 次週のプログラム ２月１日

クラブ決算報告（前期分）
クラブアッセンブリー

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

【 ２０１８年 １月１８日 第２５９７回 例会記録 】

会 長 鴨宮 弘宜
会長エレクト 板場 英行
副 会 長 宮本 和彦
幹 事 井上 盛文
副 幹 事 木村 安伸
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 山根 積

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か 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

副 Ｓ Ａ Ａ 西岡 一道
直 前 会 長 菅 義尚
管 理 運 営 尾野 剛章
会 員 組 織 三好 静子
奉 仕 宮本 和彦
広 報 久藤 孝仁
Ｒ財団米山 大成 義彦
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□親睦活動委員会 委員長 尾野 剛章

２月１７日、１８日の親睦旅行例会には１３名の方

の申込みを頂いております。海の見える宿で源泉か

け流しの良い旅館だそうです。参加者追加受付いた

しますので宜しくお願い致します。

□がん予防啓発推進委員会 委員長 板場 英行

がん予防に関するアンケート調査をお願いしており

ます。未提出の方につきましては本日提出下さいま

すようお願いします。

会員 吉岡 一眞

あらためて、おめでとうご

ざいます。今年も宜しくお

願い致します。只今は誕生

日のお祝いを頂きありがと

うございます。今年８７才

になりました。この年まで

何とか元気で来られました

ことを感謝しております。

しかし自分の年でありなが

ら何か自分の年ではないような不思議な気持でもあ

ります。元気に頑張ろうという気持ちと共に、将来

への不安な気持ちもあります。その時、作家の佐藤

愛子さんの、多くの年寄りの気持ちを代弁するよう

な「９０才何がめでたい」という本が出ました。

昨年最も読まれた本として、書籍年間ベストセラー

総合第一位となっています。読みたいと思い図書館

へ行きましたが、数冊とも貸し出されており、予約

も一か月以上待たなければならないということで帰

りに本屋へ行き購入しました。

９５才の直木賞作家らしく、歯に衣着せぬ物言いで、

世の中を斬る痛快なエッセイだと思います。

ところで、昨年末厚生労働省は、平成２７年の都道

府県別の平均寿命を発表しました。全国平均は男子

80.77才、女子87.01才で、寿命は伸びてきています。

この都道府県別の調査は５年に一回発表されていま

す。

広島県は男子81.08才で第９位、女子は87.33才で第

１０位です。１位は男子では滋賀県で81.78才、女

子は長野県で87.67才で、最下位は男女共青森県で

男子78.67才、女子は85.93才です。

滋賀県は男子は初の１位で、女子も前回の１２位か

ら４位になりました。県民一体による生活習慣病の

予防に結びつけるための県独自の栄養調査や運動等

に１日１５分使うよう県民に呼びかけており、成果

が上がっているようです。

最下位の青森県は男女共に全国最下位であるばかり

でなく、男子は９回、女子は４回連続で最下位となっ

ています。しかも、この調査が行われるのは５年に

１回ですので、男子は４０年以上、女子は２０年に

わたり最下位に沈みっぱなしであります。

昨年６月に青森県が発表した「人口動態統計」によ

りますと、糖尿病が全国１位、ガンが２位、腎不全

が３位、肝疾患が４位、肺炎が５位、脳血管疾患が

９位と上位に並んでいます。青森県は塩分、糖分の

取り過ぎと、豪雪のため外出しない、運動しない、

病院に行かない等、雪国ならではの運動不足等とい

われています。

さて、竹原市は今年、市が誕生して６０周年を迎え

ました。昭和３３年１１月３日、竹原町と忠海町が

合併して現在の竹原市が誕生しました。人口推移を

みてみますと、昭和５３年の36,895人をピークに毎

年減少を続けており、昨年１１月には26,314人となっ

ております。

少子高齢化もすすんでおります。昨年の県の学校基

本調査によりますと、例えば幼稚園児を他の市と比

較してみますと、広島市12,620人、東広島市1,727

人、三原市1,039人に対し、竹原市はわずか50人で

す。又、新成人は今年257人(男137、女120)で、昨

年は275人、２７年は300人と減ってきております。

人口構成についても、０才から１４才迄の年少人口、

１５才から６４才の生産年齢人口は年々減ってきて

いるのに対し、６５才以上の高齢人口は増加してい

ます。

又、男女差は６０才までは殆どありませんが、７０

才を境に女性上位が大きくなっています。全国の世

帯数についてみますと、厚生労働省推計によります

と、６５才以上の高齢世帯は平成２７年(2015年）

の1918万世帯(全世帯の36％）が２５年後の2040年

には2242万世帯（44.2％）に増加し、うち４割は独

居（一人住まい）と推計されています。一世帯当た

りの平均家族数は２７年の2.33人から減少を続け、

２５年後には2.08人にまで減る見込みです。晩婚化

が進み未婚率が増えた世代が高齢期に入ることで、

一人住まいの高齢者が増えると分析しています。

孤独死についても年々増えており、東京都の場合、

平成２７年は3,116人で１０年前の２倍になってい

ます。今日、高齢者の孤独死は深刻な問題となって

います。

高齢者の皆さんが安心して暮らせるために竹原市に

は外出時の安心のために「安心ホルダー登録システ

ム」があります。このシステムは安心ホルダーやシー

ルを身に着けることで外出時に倒れたり、事故に遭っ

た時、緊急時に出来るだけ早く連絡が取れて本人の

外出時の不安解消や遠方に住む家族の安心に繋がり

ます。登録者は竹原市に住民票がある人で、市内で

生活している人で現在1200人以上の方々が登録され

ております。６５才以上の人で一人暮らしとか、安

心の為とか、友人に勧められた等、元気な人でも申

し込めます。交付されるのは、ホルダー２個（外出

時に携帯する）、シール８枚（所持品等に貼る）、

マグネット１枚（家の中で緊急時に備えて目につき

やすい所に張り付けておく）が交付されます。安心

ホルダー等携帯した人が事故や急病などで家族への

連絡が分からない場合は、ホルダーの裏にある連絡

先に連絡しますと登録されていますので、連絡をとっ

てもらえます。夜間や休日には竹原警察署が連絡を
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とってもらえます。登録された情報は市役所、地域

包括支援センター、警察署で厳重に管理されており

ます。登録料はいりません。お年寄りやお知り合い

の方の非常の場合に備えておかれたらと思います。

私も家内と一緒に登録しました。申込先や問い合わ

せは、市の福祉課介護福祉係（0846-22-7743）です。

詳しくは広報たけはら１２月に出ています。

終わりに、日本のロータリーの歴史はご存知のよう

に1920年（大正9年)１０月２０日に東京クラブが創

立されて、2020年第２回目の東京オリンピックが開

催される年に創立100周年を迎えることになります。

それは同時に日本のロータリー100周年でもありま

す。現在のイアン・ライズリーRI会長のテーマ「ロー

タリー：変化をもたらす」を受けて、2710地区藤中

ガバナーも「時代の変化の先頭に立とう!!ロータリー

の心で地域の創生を!!」とクラブの元気が地域の元

気になるんだと訴えておられます。私達も力を合わ

せてクラブの活性化に向けて頑張って参りましょう。

□日 時 平成３０年１月１８日(木)

□場 所 大広苑

□出者者 １０名

□議 題

①竹原青年会議所新春互礼会御祝 １万円 承認

②親睦旅行例会の件 承認

旅行日２月１７日(土),１８日(日）

２月２２日(木)は休会です。

２２日は１２時よりサインメイク実施。

③第１０期RLI2710-分科会パートⅠの件 承認

日 時 平成３０年１月２８日(日)

場 所 広島ＹＭＣＡ国際文化センター

登録料 ８，０００円

出席者 宮本副会長

④吉名よがんすのぉ～祭り協賛の件 承認

１万円 スマイルより

⑤竹原ロードレース大会おもてなしの件 承認

日 時 平成３０年２月４日(日）

ぜんざい、きな粉餅（餅米６０㎏）

餅米：北条様７０㎏、中川会員１５㎏御提供

⑥忘年家族例会決算の件 承認

⑦中間決算報告の件 承認

⑧例会変更の件 承認

３月２２日(木）休会

３月２９日(木）通常例会

□日 時 平成３０年１月１８日(木)

□場 所 大広苑

□出者者 １１名

□議 題

①2018-19年度理事担当委員会の件 承認

クラブ管理運営委員長（親睦） 山根 積

会員組織委員長(会員増強） 荒谷隆文

クラブ広報委員長（雑誌会報） 市川重雄

奉仕プロジェクト委員長 西岡一道

ロータリー財団・米山委員長 小坂啓子
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