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第 1139 回例会報告                             4 月  12 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  4月   19日（水） 次週予告  4月  26日（水） 

◎ソング 「我等日本のロータリアンの歌」 

              小山 一子 会員  

◎プログラム 卓 話 

                 川添 裕照 会員       

◎ソング 「Be a Rotarian」 

             馬場 和代 会員 

◎プログラム 卓 話  

柏原ロータリークラブ会長 坂東隆弘様            

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 4月 11日の日本経済新聞朝刊一面トップは、日

本の人口減少の記事です。厚生労働省の国立社会

保障・人口問題研究所が発表した「将来推計人口」

によれば、1 人の女性が生む子供の数が今と変わ

らない場合、人口は 2053年に 1億人を割るという

推計結果となったようです。 

出生率が 1.35から 1.44に改善したことから、5

年前の試算時と比べ、人口が 1 億人を切る時期は

5 年遅くなったそうですが、人口減の流れは変わ

らず、今後数年で出生率が急上昇し、2065年まで

1.8 を維持しなければ人口は 1 億人を維持できな

いという試算ですが、これは現実的には難しいと

思います。人口減がこれからも続くことを前提と

した社会を受け入れなければなりません。 

人口減少自体は大きな問題ではありません。も

し人口が減っても、1 人あたりの GDP が増えてい

けば、日本人の生活水準は向上します。国として

の規模は小さくても、経済的には豊かな国民にな

れます。 

深刻なのは、人口減よりも、並行して進む急速

な高齢化です。50 年後には日本の人口全体は約 3

割減の 8808万人ですが、15歳から 64歳の生産年

齢人口は、7728 万人から 4529 万人へと 4 割減る

と予想されています。逆に、65歳以上の高齢者の

人口は 3387万人から 3381万人とほぼ横ばいの予

想。その結果として全人口に占める高齢者の割合

は 26.6％から 38.4％に高まるのです。 

今の 1 人あたりの生産性が変わらず生産年齢人

口が減れば、日本の 1人あたり GDPは低下し、日

本人は今より貧しくなっていきます。 

そして、多くの人は今よりも長生きするように

なり、医療技術の進歩や健康管理によって日本人

の平均余命はこれからも長くなっていくと思われ

ます。100 歳まで生きることさえ、それほど珍し

いことではなくなっていくのです。 

50歳の人は、残りの人生 30年ではなく、50年

だと覚悟して人生の後半戦のライフプランを考え

ていく必要があります。 

30年前は、20代前半で社会人になって 60歳で
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引退。老後は 20年程度というのが典型的なパター

ンでした。しかし、これからは、70歳、80歳まで

働くのが常識になっていきます。収入のために引

退できず、ずっと会社に行って自分で仕事をしな

ければならない。年金だけで十分な収入が得られ

ないならば仕方がないとはいえ、肉体が衰える中

でこれは辛いことです。 

このような、いつまでも自分が働き続けて収入

を得るという方法でライフスタイルを維持しよう

というのは、あまりにも脆弱なプランです。自分

だけではなく、お金に稼いでもらう「仕組み」を

自分が元気なうちにしっかり整えておくことが充

実したシニアライフには必須になるようです。 

日本の人口減の裏にある超高齢化こそ、個人が

考えなければいけない最も深刻な将来問題です。

人口減少は多くの日本人にとって他人事ではあり

ません。自分は何をすべきか、自分の頭で考えて、

早く行動すべきでしょう。 

  

本日の本は「イスラム国の正体」 ベスト新書 

黒井文太郎 著です。不思議なことですが、実は

全く同じタイトルの新書が朝日新書からも出版さ

れています。もちろん著者も中身も全く別の本で

すのでご注意ください。 

日本人拘束事件で連日報道されていたイスラム

国に関する本です。イスラム国とは何か、武器や

金はどこから出てくるのか、なぜあんなに残虐な

のか、なぜ「国」を名乗るのか等々、テレビや新

聞で断片的に報道されている情報を、まとめて理

解することができました。 

中東から遠く平和な日本に住む私にとって、イ

スラム国を標ぼうするテロ集団が、実は遡ること

イラク戦争やシリア内戦に深く関係していること

や、イスラム国を巡って各国各組織の思惑が複雑

に絡んでいることが、この本を読んで良くわかり

ました。 

不幸な事件に巻き込まれた日本人としては、今

後の中東を知る意味でも是非一読して頂きたい一

冊です。 

 

 

 

 

 

 

卓 話 

             定籐 繁樹 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の国際競争力は、IMD（スイスの著名なビ

ジネススクール）の調査によると 2016年度 26位

（61 ヶ国中）になっている。1 位香港、2 位スイ

ス、3位アメリカ、4位シンガポール、5位スウェ

ーデン・・・12位ドイツ、25位中国、29位韓国・・・・。 

1989年-92年、バブル崩壊前の日本は 1位であ

ったが、それ以後、順位が下がっており「失われ

た 10 年、20 年」と言われる状況にある。政府の

効率性、ビジネスの効率性が他の国に比べて悪い

状況にあい、特に公債残高（国・自治体の借金）

は 61ヶ国中最悪。 

国民一人当たり借金は 650 万円を超え、4 人家

族で 2600万円を超えている。 

また経営者の国際経験の浅さが指摘されており、

新たなビジネスを生み出す起業家精神（アントレ

プレナーシップ）も極めて低い水準にある。 

 

それでは日本人には、なぜ起業家精神・活動が

低調なのか？ 

ある国際的な調査によると、日本人には、失敗

することを極度に嫌う特質、リスクをとらない性

向が際立っている。また独立してビジネスを起こ

すための知識・経験が足りない、起業のためのビ

ジネスチャンスが少ないと認識していることが分

かっている。 

政府は日本再興戦略（2013年）の中で、低迷す

る新規開業率（4%代)を欧米並みの 10%に引き上

げる目標を掲げて、大学、女性、シルバーなどか

らの起業を創発する政策を取っている。 

プログラム 
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「女性活躍社会」の促進もあり、現在では女性

の起業に対して極めて手厚い助成がなされている。 

企業に於いても新たな動きがみられ、兼業や副

業を認めて新たなビジネス創造に努力する事例も

現れている。 

例えば、ロート製薬は山田邦夫会長（CEO)のリ

ーダーシップの下、土日祝日や終業後の副業を許

可している。 

日本経済の再興・国際競争力の回復のために、

企業・大学や地域、女性、シルバーなどのあらゆ

る層からの起業促進が必要になっている。 

 

 

○大門 美智子 君 

桜の花もちりはじめました。 

先週皆様にいただいた 100円寄付を米山記念館の

全国一人 100円募金運動に送らせていただきまし

た。ありがとうございます。 

 

○蓮尾 春輝 君 

久しぶりに早く来たのでニコニコします。 

 

○野木 久子 君 

本当に勝手しておりました。平成 26年 12月 8日

より毎週水曜日 13時半より 18時半までの打ち合

わせが続き、3月末、やっと幼稚園舎完成。これ

から 30年間続く返済にむけて、ロータリーパワー

を源にさせて下さい。 

 
本日のニコニコ   17,000円 
本日までの合計  899,820円 

 

 

□ソング 

「われらの生業」  

                         田辺 朱希美 会員 

□お客様 

なし 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 31 26  83.87 

前々回 

3/29 
33 2 31 18 6 77.42 

□幹事報告 

来る 4月 15日土曜日の午後 6時から藤井さん（宝

塚ホテル当クラブ担当）の「ワインソムリエ」資

格取得をお祝いする会を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

週間報告 

 今週の本 

「イスラム国の正体」 

ベスト新書 黒井文太郎（著) 

 

 

 

 


