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COVID-19 対策 例会の簡素化実施中

報：田村 栄子
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欠席会員：岡田・久保会員
会長の時間
今月は米山月間です。米山奨学委員長からもスピーチして頂く予定ですが、私も何か話の種がない
かと先週届いた豆辞典を眺めてみました。そこで米山奨学生の国・地域別人数の表について少し取り
上げてみます。累計人数では中国、韓国、台湾、ベトナムの順になりますが、2020 年度では中国 341
人、韓国 73 人、台湾 31 人、ベトナム 121 人とベトナムが多くなっています。
某ネット番組で元内閣官房副長官補の方が、偶然こんな話をしていましたので紹介します。「ベト
ナムは今、日本の技術留学生のトップなんです。中国人より多い。留学生ももうすぐ中国を抜くと言
われています。ベトナムは社会主義の国ですが、寺院がいっぱいある。大乗仏教、お釈迦様、観音様
の国で日本に来ると安心する、日本が大好きなんです。キャノンは早く行ったが、キャノンとは観音
といった意味で英語ではない、観音様の会社、文化的繋がりも。アセアン全体で日本への留学生の 9
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割はベトナム人なんです。圧倒的にベトナムは日本が好きなんです。
」
話は変わりますが、もう一つ、先日の新聞記事の国際面で次のような見出しがありましたので紹介
します。
【1 日 200 円未満で生活する「極度の貧困」7 億人、近年の改善傾向がコロナで反転】
世界銀行は 1 日 1.9 ドル（約 200 円）未満で暮らす「極度の貧困層」が 2020 年に 7 億人を超える
との推計を発表しました。また、21 年もこれまでの想定から約 1 億５千万人上振れし、７億 3570 万
人にまで拡大する可能性があり、新型コロナウイルスの感染拡大や景気後退で 20 年以上続いてきた
改善傾向が反転するとしています。
貧困層の人口割合は 1990 年の 36.2％から 2017 年には 9.2％まで低下してきていました。また、新
型コロナ以前の予想では、20 年は 7.9％、21 年は 7.5％へ改善するとみていました。しかし、世界銀
行の今の推計では、極度の貧困層は今年増加に転じ、最大７億 2930 万人になる。1 億人以上が新た
に極度の貧困に陥り、5 年ほど前の状況に逆戻りする計算としています。貧困層の改善傾向について
はベストセラー本、
「ファクトフルネス」を読んで知っていました。
以前、識字についてお話しましたが、この貧困層の数値は全世界で読み書きできない 15 歳以上の
人の数とほぼ同じであり、やはり貧困と識字は相関していることが確認できます。微力ではあります
が、私もロータリアンとして自分にできる支援を実践したいと改めて感じた次第です。
幹事報告
○ガバナー事務所より下記の書簡が届いております。
1. クラブ管理運営セミナーの案内
日時・場所：2020.11.21（土）14：00～

神戸ポートピアホテル

2. 令和 2 年 7 月豪雨災害支援に対する礼状
3. ロータリー青少年交換プログラム 2021-22 年度派遣留学生募集の案内
4. 2020 年 COR 決議案等に対するアンケート調査の依頼
5. RI 第 2680 地区ロータリーアクト「スポーツ大会」の案内
各委員会報告
なし
審議事項
特になし
本日のプログラム
≪会員スピーチ≫

ロータリーのゾーンについて

三浦会員

先週はガバナー補佐を交えてのクラブアッセンブリーでした。次週はガバナーをお迎えしての例
会ですので全員出席でお願いしたいと思います。
今年度入会された方がいらっしゃいますので、ロータリーについて少し話をさせていただきます。
最初にガバナー並びにガバナー補佐について簡単に説明をします。地区ガバナーは 7 年以上のロ
ータリー歴を有するロータリアンで、クラブ会長経験者の中から選ばれ、その任務は国際ロータリ
ーの役員として 1 年間、国際ロータリーの方針を地区に実施し各地区を統括することです。そのた
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めには国際協議会で研修を受けなければなりません。また、ガバナーの任務を補佐する役職として、
ガバナー補佐（アシスタントガバナー）を委嘱します。ガバナー補佐は各グループ内のクラブを少
なくとも数回訪問してガバナーへ報告をしなければなりませんし、各種委員会を含む地区管理機構
と共にクラブを指導、支援することになっております。
それで、全世界のロータリークラブの連合体を国際ロータリー（RI）と言って、RI の定款や細
則に定められた義務を遂行するクラブを会員として構成されております。その RI の管理主体であ
る RI 理事会は会長以下 19 名のメンバーで構成されており、RI 理事会は現在、国や地域によって
クラブの集団を 34 ゾーンに区分しております。
ゾーンとは国際ロータリーの会長指名委員と RI 理事指名委員を選挙するために、RI 細則に定め
られ、RI 理事会が編成したクラブの集団のことで、そのゾーン内のロータリアン数が等しくなるよ
うになっており、日本は現在、3 つのゾーン（正確には 2.5 ゾーンくらい）に分割されています。1
ゾーン当たりの会員数は約 3 万 5 千人です。ロータリーの友 10 月号を見ますと、2020 年 8 月 17
日現在、
RI 公式発表では、
ロータリークラブは世界の 200 以上の国と地域に広がり、クラブ数 36,235、
会員総数 1,186,144 人です。日本では、クラブ数が 2,238、会員数は 86,089 人（2020 年 7 月末現
在）です。日本ロータリー分布図を見てわかる通り、第 1 ゾーンが北部で北海道から栃木県までと
パキスタンとインドネシア、バングラディッシュとなっており、第 2 ゾーンが中間部の東京近郊か
ら愛知県までと沖縄県並びにグアム・ミクロネシア・北マリアナ諸島・パラオとなっています。そ
して、第 3 ゾーンが南部よりで福井県から鹿児島県となっており、兵庫県は第 3 ゾーンに入ってお
り、2680 地区となっております。
日本で国内会員数が最も多かったのは、たしか 1996 年頃で、13 万人以上だったと記憶しており
ます。当時は 4 ゾーン（正確には 3.5 ゾーンくらい）ありましたが、その後は毎年減少傾向にあり
ます。日本の会員減少がこのまま続くようであれば、RI 理事会の定期的なゾーン見直しの際に、更
に日本のゾーン数が減少し、選出される RI 理事も減少することになります。RI 理事にはゾ－ンを
代表する役割もありますから、日本の RI 理事が減少すれば、日本のロータリアンの声が国際ロー
タリーに届かないということにもなりかねません。
ニコニコ箱・親睦箱
寺本会長・・・例会に寄せて
江見幹事・・・昨日今年の地籍調査が終わり一安心です。また来年度も同時期にあります。
箸蔵会員・・・慈山寺向かいの真盛集落では丹波黒の枝豆の販売が始まりました。
来週あたりがちょうど良い時期かもしれません。
石原会員・・・満月を真正面にながめながら人生初の夜釣り。めばる・ベラ・さば・あじ。
楽しめました。後半はいねむり。不思議といねむりしている時がよく釣れる。無欲の
勝利？
柳原会員・・・先日 80 アールの稲刈りも終わり収穫の喜びを感じました。
村山会員・・・急に肌寒くなりました。風邪に注意しましょう。
田村会員・・・三浦会員スピーチ宜しくお願いします。
大岩会員・・・台風が心配ですが多分大丈夫でしょう。
辻

会員・・・大岩先生、お世話になります。

朝来会員・・・高校時代の同級生とゴルフ。最高に楽しくプレーをしました。成績は・・・。
3

塚崎会員・・・昨日ようやく地籍調査が完了しました。
大澤会員・・・今日は忘れていた頃に届いたシャープ製のマスクをつけています。
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