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野中  敏昭　会長
　皆様こんにちは。
鮮やかな花が咲き誇
り、春爛漫の季節に
なりました。

　ゴルフのメジャー大会・マスターズで松山英
樹選手が、日本男子初の優勝を果たしました。
ゴルフの下手な私ですが、我が事の様にうれ
しく思いました。益々の活躍を期待します。
　また、国内では15日、47都道府県と空港検
疫で4576人の新型コロナウイルス感染者が
新たに確認されました。新規感染者が4000人
を超えたのは2日連続。大阪府では1208人の
感染が判明し、3日連続で1000人を超え、過去
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最多を更新しました。
　さて、4 月のロータリー特別月間は「母子の健康月間」
です。日本人の平均寿命は世界一を誇っていますが、こ
れは、母子保健の充実により乳幼児、新生児の死亡率が
大きく低下したことが、寿命を延ばした要因の一つとい
われています。一方、世界に目を向けますと途上国や紛
争当事国では妊産婦、新生児の死亡率が極めて高く寿
命も短くなっています。そうした問題を考えるとき、日本
における新生児、乳幼児の死亡率を限りなくゼロに近づ
けるために取り組んできたこれまでのわが国の政策が
重要になると思います。
　国内の乳児死亡率のピークは1899 年で、100 人の
乳幼児に対し19 人が亡くなっていましたが、現在では
1 人以下です。新生児は1899 年には100 人に約8 人
が死亡、それが今では0.09％と死亡率の低さは世界トッ
プクラスです。その要因として日本独自の取り組みであ
る「母子健康手帳」があります。この手帳は1948年に母
子保健法に基づき交付されました。特徴は妊産婦、新生
児、乳幼児に対して一貫して継続的なケアを行う点で、
交付により妊産婦、新生児、乳幼児の死亡率が一段と低
下しました。
　さて、わが国の妊産婦の死亡率は、出生数10 万人あ
たり3.8 人、新生児の死亡率は出生数1000 人あたり１
人でありますが、世界に目を向けますと、今なお、妊産婦
の死亡率は、出産数10 万人あたり210 人、そして新生
児の死亡率は、出生数1000 人あたり20 人と高い割合
であり、この数字に驚かされます。
　妊産婦の死因としては分娩時の出血多量・感染症・中
絶による合併症等がありますが、最近のWHO の研究で
は、途上国などでの妊産婦の死亡原因の25％はもとも
と罹患していた糖尿病、HIV、マラリヤ、肥満などの病気
が妊娠で悪化することにより、出産時の多量出血に至っ
て死亡するケースが多いことが判明しました。
　一方、新生児の死因としては、約8 割が早産、低体重、
感染症、新生児仮死、出産時外傷です。いずれも適切な

医療サービスの提供・家族計画の指導・疾病予防の啓
発・栄養失調の予防といったケアに取り組むことにより、
多くの命を救うことができます。これらの、妊産婦や新生
児の死亡を減らすためにも、日本の「母子健康手帳」に
よるケアは大変有用な手段と考えられます。そして近年、
この手帳が、アジア、アフリカをはじめ世界から注目され
ています。
　ロータリーは、世界各地で、母子の健康を改善し、妊
婦・乳幼児の死亡率を減らすための活動と研修を支援
しています。そして私たちロータリアンは、水と衛生、疾
病予防、平和と紛争予防などの重点分野と一緒に重ね
合わせて母子の健康について考える必要があります。私
たちの家庭はもちろん、地域社会や世界の健全な発展
を考える際に、母子の健康を抜きにしては語れません。
　実は、５月に私の長女が出産予定です。ジイジといた
しましても、母子ともに健康であることを、節に願う次第
です。
　ご清聴ありがとうございました。

テーマ「最近思う事！！」
鯖江商工会議所

会頭  黒田  一郎   様

注：4月23日健康診断は、12時から

未　定
未　定

瀧ヶ花　秀晃　幹事
　来週23日(金)第4例会前に
馬場医院による健康診断の申
込みは、本日が締切りです。
内容は、尿検査・血液検査・血
圧測定です。まだお申込みが

お済みでない方は、例会終了後事務局へ寄っていただ
き、お申し込みください。
　2月の家庭会合月間を、コロナ禍の為延期しておりま
したが、治まるどころか新型コロナ感染症患者が第4波
に入り、先ほどニュースで本日の福井県の感染者数が
19人と発表されていました。この状態で開催するのは
無理だと判断し、今年度の家庭会合は中止とさせてい
ただきます。
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松山選手がマスターズで優勝しました。最後のパッドが入った瞬間喜びと共に涙があふれました。最後の3年間
夜おそくから早朝での観戦で体調を崩しましたが大きな感動を頂きました。松山選手おめでとうございます。
早退させていただきます

梅田　吉臣　プログラム委員長
　本日は、黒田会頭にお願いし、「最近思うこと！！」に
ついて卓話をしていただくことになりました。どうぞよ
ろしくお願いします。
卓話者　鯖江商工会議所　会頭　黒田一郎　様
テーマ　「最近思うこと！！」
　新型コロナウイルスの世界の新規感染者が、昨日
一日当たり70万人を超えました。また、自民党の二階
幹事長の談話で「東京オリンピック・パラリンピック開
催中止の選択肢もあり得る」との発言もあり、欧米の
マスコミでは『東京オリンピック・パラリンピック』は本
当に開催できるのかと言った疑問もあがっているよう

です。
　日本の新型コロナウイルス感染者は欧米に比べて少ないです。（仏4万人、
独1,5万人、米7,5万人、日4千人）しかし、経済的な落ち込みは欧米よりも大き
く回復も遅れています。欧米では感染者数も減少し収まりつつありますが、日
本では第4波に入ったと言われています。この背景にはコロナワクチンの接種
の遅れにあると言われておりまして、欧米に比べ接種の開始が2か月ほど遅
れスピードも遅いです。接種スケジュールによれば来年の2月末までには完了
の予定ですが、ワクチンの確保自体に不安視する声すらあります。
　万が一にも東京オリンピック・パラリンピックが中止となればその経済的損
失は4兆円～８兆円に登ると言われており、日本経済に与える影響はGDP換
算で1～2％に登り、大打撃を受けることとなるでしょう。
　いずれにしろコロナによる影響はこれからの経済や社会生活に大きな影
響を与えることは間違いなく、コロナにどう対応し付き合っていくかが大事で
あります。我々もウイズコロナ、アフターコロナを自分たちの問題として考えて
いかなければなりません。また、新型コロナ感染の問題で、日本はIT先進国・
医療先進国であると思ってきたのですが、逆に後進国だと言われても仕方が
ない状況であった事が判明しました。大変残念な次第です。
　大学を卒業し、東京での勤めから福井に帰ってきてから今年で50年、齢も
75歳の後期高齢者となりました。一つショックなことは扶養能力を否定され
たことです。節目に当たり色 と々考えさせられました。
　50年前と言えばインターネットは大学間のネットワークとして使用が開始
され、携帯電話の原型が大阪万博で紹介されたころであります。実用化はそ
の後20年以上後ではありますが、2000年代初めにはフェースブックやツイッ
ターなどのSNSが一般化し、2007年にはアップルのアイホンが紹介されまし
た。高々この20～30年の間にIT技術や通信技術が大きく発展し生活様式が
激変した時代でもありました。
　最近GAFAという言葉をよく聞きます。「グーグル、アップル、フェースブック、
アマゾン」の頭文字を取った言葉であります。いずれも近年世界で大きく成長
した新興企業で、同様に中国のアリババが昨年の11月11日の「独身の日」セ
ールで、一日で7兆9000億円の売り上げを達成しました。まさにネット社会と
なり産業構造に地殻変動が起きています。ソニーのトランジスターラジオは、
アップルの創業の21年前、アイホンの発売の52年前の1955年8月に発売さ
れています。携帯機器の走りであったわけですが、なぜソニーがアップルにな
れなかったのか残念であります。
　アップルは2024年にも『アップルカー』を発売すると聞いています。いわゆ
る無人運転の車でして、走るネットに繋がる仕事場とも言える多機能の空間
を提供するのだと言われています。現在の自動車社会が劇的に変わる引き金
ともなりかねなません。現在、日本の自動車業界は就業者の9パーセントの
550万人が就業し、全産業の18、8％の62兆3千億円の工業出荷高を占めて
おります。こうした産業構造が激変する可能性を秘めているように思われます。
　AI,IT,クラウド、ドローンなどの新技術
　こうした世界の潮流の中で、日本は余りにも危機感がなくのんびりしている
と思われます。かって「ジャパン　アズ　ナンバーワン」と言われた面影はどこ
にもなく、「世界競争力年鑑2020」では、調査対象国63か国中過去最低の34
位に落ち込みました。
　ダーウインの種の起源には「生き残る種とは、最も強いものではない。もっ
とも知的なものでもない。それは、変化に最もよく対応したものである」と記さ
れていると聞きますが、日本の国はどうであったのだろうかと反省させられま
す。

　日本は、そこそこ豊かで幸せな国で現状に満足している中で、そして内向き
で世界を知らないとまでは言いませんが、世界の動静に関心を持たない中で
世界のスピードに大きく遅れを取ってしまったと思われます。
　和歌山市に本社がある島精機製作所、シームレスのニットマシーンで世界
的なニッチトップ企業でありますが、島精機の企業理念は「Ever　Onward　
＝限りなき前進」と謳っています。島精機の会長は「変化する時代にあって、何
もしないことは時代に取り残されることであり、歩みを止めれば人も事業も坂
を転げ落ちるだけである」と言っています。
　日本の国は素晴らしい歴史、文化を持ち、素晴らしい精神力、教育レベル、
道徳性、行動力などを備えたどこの国にも負けない高度な国家であり国民性
を持った国であると信じています。惜しむらくは、平和ボケの中で危機意識に
疎く世界の実情を知らなさすぎるのではと懸念されます。
　国のリーダーや地域のリーダーがそうした意識を持ち、目先だけではなく
中長期的な視点をもって新しい時代を切り開いていかなければなりません。
ウイズコロナ・アフターコロナの中で大きな時代の転換点を迎えており、商工
会議所会頭として、そうした視点に立って責任を果たして参れますよう頑張っ
て参ります。ロータリークラブの皆様は地域のリーダーであり、事業活動を通
じて、地域活動を通じて、我々の子どもや孫たちに自慢できる地域の夢と希望
のある明日を一緒に作り上げていきましょう。
　最後に「人生を謳歌している人の14か条」という記事をご紹介します。
　1．常にポジティブ思考
　2．不平不満を言わない
　3．いつもにこにこしている
　4．時間の大切さを深く理解している
　5．経済的に困っていない
　6．交遊関係が広い
　7．趣味がたくさんある
　8．将来の夢や希望がたくさんある
　9．お洒落
  10．人と衝突しない
  11．天然でまっすぐな性格
  12．誰にでも平等で親切に接する
  13．嫌なことはすぐに忘れる
  14．周囲の目や意見をあまり気にしない
　私自身の信条としては「あるがままに清く楽しく正しく元気よく」そしてすべ
てのことに感謝しながら生活し、時間を有効に活用し、ストレスをためず、周
囲の人にも元気を分けて上げれるような人生でありたいと思っています。
　あるがままの人生を楽しみ、スマートライフを楽しみ、良き人生のアドバイ
ザーでありたいと願っています。

　　

「最近思うこと！！」
鯖江商工会議所

会頭　黒田  一郎   様


