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東京飛火野RC第1250回
2015年 5月20日（水） 東 京 日 野 R C 第 2 3 8 8 回 合同夜間例会

■司 会
例会向上委員会 土方 淳委員
■開会点鐘 東京日野RC会長
成田恭隆
■ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー 清水博雅会員
■お客さま紹介
東京日野RC会長
成田恭隆
I.IHOE 「人と組織と地球のための国際研究所」
代表 河北秀人様 卓話講師をお願いしました。
■会長スピーチ
●東京日野RC会長
成田恭隆
報告内容略
●東京飛火野RC会長エレクト 小島 明
1.渡邉会長は所用で欠席です。代わってご挨拶申し上げます。
日野クラブの皆様大変お世話になります。本日の卓話は高齢
者問題です。老後に備えてお金の
「貯 金」はなさっておられると思
いますが、もっと大切なことは歩く
ことです。これからもたくさん歩い
て「貯筋」を増やしてください。
2.馬場弘融会員に叙勲のお祝い贈呈
■幹事報告
●東京日野RC
幹事
松浦信平
報告内容略
●東京飛火野RC
前年度幹事
小髙俊明
1.次週は夜間例会，於；浜寿司
開会7：00です。
2.6/9は新旧合同理事会。
3.あじさいまつりのポスター帰りに御持ちください。
■ニコニコ報告
●東京日野RC親睦委員会
小林雄太委員
メッセージ略
●東京飛火野RC親睦委員会
藤野益夫委員長
メッセージ後記
■出席報告
●東京日野RC出席委員会 疋田久武委員
（報告内容略）
●東京飛火野RC 出席委員会
馬場弘融副委員長
報告 内容後記
●記念品贈呈
東京日野RC会長
横倉会員にベネファクターの記念品

成田恭隆

●東京日野RC 社会奉仕委員長
藤林良昭
新撰組まつり隊士コンテスト協力への謝礼、ミクロネシア・ネ
パールへの義援金協力
●東京日野RC創立50周年実行委員会
50周年記念式典の進捗状況報告

熊井治孝委員長

於：高幡不動尊客殿

●東京日野RC 小田原 潔会員
国会情勢を報告、重要法案が並び今後、私も長島議員と共に
委員会で論戦に参加します。
●2750地区次年度代表幹事
本田
誠
後1ヶ月後に水野年度が始まります。準備の行事はすべて終わ
りスタートを予定です。サンパウロの世界大会は地区で70数人
参加します。水野さん、渡邉会長が出席します。研修セミナー
も終わり次年度へのご協力を御願いします。2クラブ合同でガ
バナーを出しているつもりで重ねてお願いします。水野年度の
国際大会はソウルです。飛火野RCでは参加費用を積み立てて
います。ホテルも飛行機も年が明けると値段も上がり年内に準
備が必要です。
●講師紹介 東京日野RC プログラム委員会 小倉裕美委員長
●講演 「恊働2.0「総働と小規模多機能自治で
地域とくらしを守り抜く」 河北秀人様
最初にI IHOについて、20年前から活動を始め、今、東日本大震
災の後、自治会・町内会で講演を重ねています。と紹介の後、
ご持参の資料と映像を用いて表題について講演された。今、町
に元気があるというのは、人の交わりの密度が高くなっている
からです。地震被害で阪神淡路で6,000人が亡くなられまし
た、2004年の中越地震では甚大に被害がありましたが犠牲に
なられた方も少なく人の交わり密度が高かったかもしれませ
ん、中越のこの地区では日頃あの家には誰がいると把握してお
り、地震直後に見あたらないので潰れた家を見に行き，下敷き
になっていた年寄りを救出したなど強い結びつきが救助でき
た要因です、今、各地で過疎化だけでなく人口が減ってゆくの
が問題です。国土交通省が2つの高齢化を危惧しています。1つ
はインフラの法定耐久年数は50年ですが、行政の多くでインフ
ラのメンテナンスの準備が遅れています。加えて年齢の高齢化
です。府中市は比較的インフラのメンテナンスが進んでいま
す。全国的に見ると遅れが目立ちます。記憶に新しい中央道笹
子トンネルの事故ですが、メンテナンスの遅れから発生してい
ます。しかし、今後のメンテナンスの費用は140兆円ともいわれ
てます。自治体財政が追いついていけるのか、長く続けるには
財政面の確立がなければなりません。日本のGDPが世界で第
2位の時代は、17.6％を世界経済に占めていましたが、2014年
には6％になっています。2020年には5％に下がり、中国の
GDPは日本の3.2倍になり、同年ASEANの一人当たりは日本
の1987年と同じになります。同年中国＋インド＋ASEAN5の
世界シェアは23.4％になります。少子高齢化が進む中で、日野
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市は子供が増えています。しかし、今後65歳以上の人口も増え

ニコニコメッセージ

てゆきます。また、85歳以上の高齢者は2005年を1とすると今

馬場弘融さん…おかげ様で、この度

後3倍5倍と増えてゆきます。2035年には12人に一人が85歳
以上になります。これからは平均寿命ではなく社会保障費を抑

本田

誠さん…合同例会お世話になります。

小島

明さん…日野さんとの合同例会楽しみにしてました。次年度も

える為にも健康寿命が大事です。日野市内に於いても、高齢化
が進んでいる地域と子供が増え人口が増加している地域があ
ります。生産性を上げるには若い人の取り合いになると思われ
ますが、高齢者世帯が増えてゆきます。高齢化は全国で平均的
に増えてゆきます。2020年の日野市は、高齢化率が26.0％で

何回か一緒にやりましょう。
小髙俊明さん…日野ロータリークラブの皆様お世話になります。
川北秀人様本日はどうぞよろしくお願いいたします。
平

良信さん…日野クラブとの合同例会に出席するたびに、亡

産人口は10年比で5％減っています。当然税収が伸び悩みま
す。既存インフラの補修コストも考えねばなりません。市債の

さんを思い出します。よく飲み屋でお会いしたからでしょうか…。
話楽しみにしています。
大塚洋晃さん…本日は日野ロータリークラブとの合同例会、宜しくお
願いいたします。
河野和正さん…本日は日野ロータリークラブとの合同例会です。楽し
く過ごさせていただきます。川北様卓話よろしくお願い

残高も気になります。日野市の15年度の生産人口は10年比
-4％に05年比で7％落ち込みます。人件費・扶助費・交債費を
除く歳出額（≒調達額）296.7億円（51％）です。後期高齢者は

致します。
栗山

博さん…日野クラブさんよろしくお願いいたします。

藤野益夫さん…今日は川北様の卓話楽しみです。日野RCの皆様お世
話になります。

10年比＋27％、05年比で72％と増加します。市内の人口分布
で見ますとかなりのバラつきがあります。高齢者の推移を今後
注意深く見つめて行く必要を感じます。自分が住み続ける地域
の未来のために、本当に大切なことを実現できるように、全力
を尽くすことではないでしょうか。
■閉会点鐘

東京飛火野RC会長エレクト

小島

明

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1250回 27
第1248回

■開会点鐘
■会長報告

米山奨学委員会
会長
会長

濱田宣郎副委員長

渡邉良勝
渡邉良勝

27

本日29,000円

累計1,144,840円
本年度目標額1,200,000円 達成率95.4％
出席 MU前 MU後 欠席 出席率
14
7
−
6
77.77％
22

1

0

4

85.18％

※今週のメークアップ 安西さん 黒川さん 水野さん 谷さん
梅田さん 渡邉さん 朝倉さん
※先々週の後メークアップ なし

2015年 5月26日（火） 第1251回
■司会

樋川

平吹正義さん…日野クラブの皆様本日はお世話になります。川北様卓

全国平均より5年遅いだけです。75歳以上は2.5万人と人口の7
人に1人になり社会保障費は確実に増えてゆきます。そして、生

叙勲の栄に浴しました。皆様に

は心より感謝申し上げます。

夜間移動例会

於：浜寿司本店

●懇親会
濱田会員の司会挨拶で始まった懇親会はいつものとおり和気
藹々の雰囲気の中で進み親睦を深めました。

1.5月19日振替22日の日野RC合同例会はサンパウ
ロ国際大会推進委員会出席で、小島会長エレクトにお願いし
ました。ありがとうございました。
2.日野市商工会壮総会・交流会に出席しました。役員改選期で

ニコニコBOX

佐藤会長留任、中澤会員が副会長に選ばれました。

出席報告 総数
第1251回 27

■幹事報告

第1249回

幹事

朝倉邦雄

1.5月25日2回目のIM実行委員会があり、中込ガバナー補佐年
度のように、1クラブ7分程度奉仕活動を報告する案が出まし
た。アトラクションも考慮中で、招待状は8月をめどに出す予定
です。
2.5月27日次年度多摩南グループ協議会が町田であります。次
年度準備状況報告と地区補助金の申請についてです。当クラ
ブは「夢ふうせん」のBBQ大会費用で申請し、既に仮承認さ
れてます。
■閉会点鐘

会長

渡邉良勝

27

本日11,000円

累計1,155,840円

本年度目標額1,200,000円 達成率96.32％

出席 MU前 MU後 欠席 出席率
18
2
−
7
74.07％
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88.88％

※今週のメークアップ 黒川さん 水野さん
※先々週の後メークアップ なし
♦トピックス
1.1973年小笠原諸島の西之島で海底噴火が起き新しい島が出現し現
在も拡大し近くの海上で海底噴火が観測されています。箱根大湧谷、
桜島についで、22日気象庁が浅間山でも火山性地震が増加、火山灰や
火山ガスの噴出が突発的に発生する可能性があると発表。日本の火山
活動が活発になっている。
2.5月22日イチロー打撃の神様と言われたベーブルースを抜き2874安打。
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