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第 2400 回例会 12 月 16 日 12 時 30 分：点鐘 例会場 

今週の合唱〈手に手つないで〉 
①開会宣言と点鐘 ②お食事 ③会長挨拶 ④幹事報告 ⑤委員会報告 

⑥卓話 金杉雄幸会員 ⑦ニコニコＢＯＸ発表 ⑧出席報告 ⑨閉会宣言と点鐘 

＊＊＊＊＊ 前回の記録  12 月 9 日(火) ＊＊＊＊＊ 

◆会長挨拶     神定 一雄会長 

皆さん こんにちは、先週の例会は、所要の

為欠席させて頂きました。 

この１週間、いろいろな事があ

りましたが、その一つとして、東

金市における悲惨な事件の一つが、

解決しようとしています。 

市民感情と致しましては、まだ

まだ安心・安全な町とは、いいが

たい状況かと思われます。 

また、昨日は、三宅会頭を発起

人代表とする、地域医療センター

設置に関する要望書が、２万３千

人を越える署名簿を添えて、東金市長、東金市

市議会議長に引き渡されました。署名運動は、

まだ続いており、最終的には３万人を越えるも

のと思われます。東金市民と致しましては、１

日も早い地域医療センターの設置を望む気持ち

の表れかと思います。 

私ごとでは、御座いますが、先週仕事の関係

もあり、北マリアナ諸島連邦の首都サイパンに

て業者会に参加して参りました。 
この連邦は、サイパン島、ロタ島、テニアン

島、の３つの島で北マリアナ諸島となっていま

す。気候は、現在雨期が終わり乾季へと変わり

つつあるところです。気温は、３０度位でした。 
サイパンは、第二次世界大戦では、戦闘の舞

台となりました。現在も各地に戦争の傷跡が残

されています。戦後の１９４７年日本委任統治

領がアメリカの信託統治領になりこの体制は、

１９８６年まで維持されアメリカと政治統合し

た国家（連邦）を建設する為の制約には、マリ

アナ諸島と連邦政府間の枠組みが定義されてい

るそうです。 
現在北マリアナ諸島

の住民は、アメリカ国籍

を保有し、アメリカの憲

法による保護をうけて

いるそうです。 
主な観光は、ゴルフや

マリンスポーツです。サ

イパン島の大きさは、端

から端まで車で３０分

から４０分でいける位

の小さな島であります。

日本の車の免許証を提示すれば、レンタカーの

運転も可能です。バンザイクリフ、戦争の時ア

メリカ軍追われた、日本兵が一斉に天皇陛下万

歳と言いながら飛び降りた断崖だと聞きました。

こういった戦争の傷跡が所々目に入ってくる島

でありました。 
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◆幹事報告     鈴木 康道前幹事 

・12月 18 日(木)18:30～ 

 市内台方・司食堂にて 

 クラブ管理運営委員会 

皆様のご意見をお伺いした  

いので委員以外の方もご参 

加下さい。 

会費 8千円 

･ＩＭ 09 年 2月 24 日(火) 

ﾌﾟﾗｻﾞﾍｲｱﾝ茂原  点鐘１２：３０ 

  テーマ：子供たちに光のあたる奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 ホスト：茂原中央 RC  登録料５千円  

◆卓話       町田 茂会員 

★ 天 寿 へ の 道 ★ 

日本における平均寿命は、女性が 85.99 歳、

男性が 79.19 歳と

過去最高を更新し

ました。これは、女

性が世界一、男性が

世界 3 位になるそ

うです。 

 ちなみに、世界の

平均寿命の長い国

は 男性１位はアイスランドの 79.4 歳、2位が

香港。女性は 2位香港、以下フランス、スイス、

イタリアと続いております。一方、短い国は、

ジンバブエの 36 歳、スワジランドの 37 歳、シ

エラレオネ 39歳です。 

日本人の平均寿命の推移は、明治 13 年に 30

歳を超え、大正時代には 40歳、縄文時代の平均

寿命は 14.5 歳。 

人間の寿命の限界はどれ位かといいますと

120 歳ぐらいと思われます。ギネスブックによ

ると世界の最高齢は、１位フランスの女性ジャ

ンヌ・カルマンさん 122 歳、2位日本男性 泉 重

千代さんの 120 歳の記録があります。 

厚生労働省の発表によると全国の 100 歳以上

の高齢者数が、36,276 人と過去最高となったと

最近の新聞に載っておりました。集計を始めた

1963 年（昭和 38 年）には 153 人ですから驚き

です。なお、全体の８６％が女性です。 

千葉県では656人で人口10万人あたりの人数 

 

では全国 45番目です。 

70 歳以上の推計人口は 2017 万人、65 歳以上

は 2819 万人と総人口の 22.1％となりました。 

もう一つ、平均寿命のほかに健康寿命があり

ます。平成 16 年度の無償害平均余命で見ると、

65歳時点で男性 12.64 年、女性 15.63 年となっ

ております。つまり、男性は 77.64 歳、女性は

80.63 歳です。あくまで、平均の話であります

が、平均余命と比較しますと、男性で 1.55 年、

女性で 5.36 年健康でないということになりま

す。健康寿命とは、心身ともに自立した活動的

な状態で生存できる期間で、あと何年健康な生

活が出来るかを示すものです。この言葉は、2000

年（平成 12年）にＷＨＯが公表しました。 

人口問題 世界の人口は 67 億人で 1 分に 140

人、一日で 20 万人、一年で約 8000 万人が増え

ています。人口の多い国を見ますと、1 位中国

（13.3 億）2 位インド（11.4 億）3 位アメリカ

（3億）と続きまして、日本は約 1.3 億人 10位

です。この上位 10カ国で世界の人口の約６０％

を占めております。 

現在の日本の人口減について 

Ｈ18 年の総務省（厚労相）発表の人口は 1億

2777 万人。人口の減少は年間 6000 人位で 2005

年（平成 17年）から始まっています。 

今、我々が考えなければいけないことは、 

①食糧の需要・供給バランスと内容②森林を育

てて水資源の確保③自然エネルギー開発④環境

問題⑤社会のあり方（年金･医療･雇用･金融･紛

争）です。 

 
 

☆誕生祝を有難うございました 
        ・・・小久保良行会員 
☆誕生祝を有難うございました 
         ・・・高山友二会員 
☆誕生祝を有難うございました 
         ・・・三宅英雄会員 
◆出席率 

会員 出席者 出席率 

３５名 ２６名 ７４．２８％ 

コイン BOX 
１２月９日 

１，９３０円       

欠席連絡は、前日までに事務局宛に、電話、ＦＡＸ. Ｅメールにて、お願い致します。 
(緊急の場合は当日１０時までに) メーキャップ先への事前連絡もお忘れなく 
電話 0475-52-1101 ＦＡＸ 0475-55-5766 Ｅ－ｍａiｌ：info@togane-rc.jp 


