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第３１回 例会プログラム

2021-2022 年度

●例 会 場 サンコーカルチャーセンター
●開会点鐘 １９時
●四つのテスト／ロータリーソング「我等の生業」
●会長の時間／幹事報告／委員会報告／卓話／会食なし

出席報告
美馬
ロータリークラブ
ウェブサイト

会員数

出席者数

25

19

http://www.mimarotaryclub.com

会長の時間
廣澤誠治

うちリモート出席 うちメーキャップ

（3）

（1）

出席率

76%

業が少なく、大都市圏に仕事を求めたことから人口
の流出が進み 1970 年には 79 万人に減少しました。

(Seiji Hirosawa)

1970 年代に入ると、県外に出ていく人が減ったこ
となどから、人口は再び増加基調となりました。そ
して、1985 年から 1995 年まで 83 万人台で安定し
ていましたが、その後は死亡者数が出生数を上回る
状態となり 2010 年には 80 万人を下回り、2019 年
10 月の国勢調査では 72 万 8600 人となっています。
今後の見通しですが、2018 年 3 月に国立社会保
障・人口問題研究所が発表した 2045 年までの地域
別推計人口によると、日本の総人口は 2015 年の国

2045 年には阿南・鳴門・小松島・松茂・

勢調査時の 1 億 2700 万人から 1 億 600 万人へ、約

北島・上板の人口がいなくなる⁉

2100 万人 16%が減少します。徳島県は 76 万人から
54 万人へと 22 万人 29%も減少する見通しです。

今週からゴールデンウイークに入ります。来週の

2045 年には、阿南市、鳴門市、小松島市、松茂町、

火曜日は憲法記念日ですので、例会は休会となりま

北島町、上板町の現在の人口に相当する人口が居な

すので、よろしくお願いします。

くなることを意味しています。

さて、本日の会長の時間のお話は、少々怖いお話

また、65 歳以上の人口は全県民の 31%となり、全

をさせて頂こうと思います。

国で第 5 位の高い率となっています。

国勢調査が始まった 1920 年の徳島県の人口は 67

地方の人口減少は、町内会や自治会といった住民

万人でした。その後、戦争中の一時期を除いて増加

組織の担い手が不足し共助機能が低下するほか、地

を続け 1950 年には調査開始以来最多の 88 万人を

域住民によって構成される消防団の団員数の減少

記録しました。その後、日本は高度経済成長期を迎

は、地域の防災力を低下させる懸念があります。

えますが、当時の徳島県には大勢の人々を雇える産
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次回
５月１０日
の例会

★サンコーカルチャー
★19 時開始
★卓話 山内浩司会員
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幹事報告 森廣一 幹事

✓

到着週報は、鴨島、阿波池田 RC です。

✓

ご協力頂きましたウクライナの支援金ですが、
財団から受領した旨の案内が来ています。

✓

青少年のライラのセミナーですが、田中会員の
御尽力により美馬市の職員の方が受講して頂
けることになり、本日参加申込が完了しました。

✓

ロータリーの友や月信などをレターケースに
入れて会員にお持ち帰りいただく役を、今後は
岩本会員にお願いします。

✓

スマイルボックス

インターアクトの関係で、会長幹事会と年次大

今回はありませんでした

会が３月に行われ、それの報告書が DVD で届
きましたので回覧します。
✓

5 月の例会は、5/3 は休会で、5/10 からです。
5 月からは 19 時に開会し会食して 20 時に終

メーキャップ（１名）

了する、従来のプログラム形式で行います。

森廣一幹事 RYLA カウンセラーミーティングに出席

委員会報告
Zoom 出席者（３名）

今回はありませんでした

田村光男会員、林秀樹会員、東谷尚登会員

卓話

青木博美 SAA

青木博美会員から漢字にまつわるお話を披露し
て頂きました。三千年前の様々な文字をみながら、
現在の漢字に当てはめていくなかで、文字の形の中

欠席者（８名）
伊庭雅俊会員、重田勝博会員、辻貴博会員、戸島健治会員
林秀樹会員、三好博子会員、三好亘会員、山内浩司会員

に言葉の意味を見出せる興味深い内容でした。
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また、激化する過疎化は、医療はもとより「もの

林秀樹会員からの近況報告

創り」
「食づくり」など様々な面でコロナの脅威を遥
かに上回り、この問題に対してはワクチンも特効薬
も未だ見当たらず、都心を含め日本全体へと波及し、
広域災害に匹敵する生活困難者を生じることが予
想されます。

過疎問題も含め現場の危機が、即応性をもって国
策へ的確に反映され、将来につながる国になって欲
しいと考えます。その為にも、デジタル庁が成功し
日本全体が纏まり、元気が蘇ることを願っています。
コロナ感染者数は、昨年末の時点でようやく落ち
着くかに見えましたが、再び全世界で感染爆発し、
日本も第６波に突入後、長い裾野期に入ったと思わ

過疎地も含め、全国が安全・安心して暮らせ、子供
から孫へと後継出来る国であるよう願い、地域医療
に邁進したいと考えています。

れましたが、既に第 7 波が発生しております。オミ
クロン株の感染力には驚きが隠せません。

これからの過疎地域の在宅医療を含めた地域医

今後もコロナ変異株に対し、ワクチンとの競争が続

療、救急医療の在り方、様々な災害時にいたるまで

くと思われます。強烈な経口治療薬が世界中へ行き

途切れのない体制構築など、地域の皆さまと一緒に

渡るのが要となるのでしょう。

取り組んで参る所存です。

私は外出を伴う活動は未だ控えており、

これからも、ご指導ご支援よろしくお願いいたし

Facebook への記事投稿も遠のいています。

ます。

日本にとって最も脅威なのは、今のところ必ず起

（林秀樹会員と森廣一幹事とのメールによる書簡より）

きると想定されている「南海トラフ地震」に伴う津
波被害だと思います（惑星衝突など生じない限り…）

さらに、国家の防衛力低下を狙う北と西の国があ
ります。平和に慣らされた我が国のお偉い方々も、
ウクライナ情勢を契機に、やっと日本の危うさに気

例会は Zoom リモート参加が可能です
※例会日 18 時 50 分より入室可能

づいた様子です。大東亜戦争終了の直後、もし北海

982 5802 0593

道がロシアに乗っ取られていたら…と想像すると

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ID

身の毛も凍ります。

パスコード mimarc
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