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委員会報告

雨の予想でしたが晴れました。コビット19
（コロナウィルス）に明かされましたね！本日
卓話鈴木さんよろしく御願いします。
鈴木さん　卓話楽しみにしております。よろ
しくお願いします。
鈴木会員　卓話よろしくお願いします。
鈴木さん卓話楽しみです。
卓話楽しみです。
鈴木さん楽しみにしています。
母の葬儀時には多くの会員のみなさまに大
変お世話になりました。
すっかり春の陽気デスネ。
雨が止むとすっかり春ですね。
ＣＯＶＩＴ感染者は中国本土で二桁違いと思
いますよ！
鈴木さん卓話お願いいたします。
鈴木会員　卓話よろしくお願いします。
今日は、少しおつき合い下さい。
鈴木会員の卓話楽しみです。
三寒四温　今日は暖かいですね。
鈴木先生、卓話楽しみにしております。
長女、志望校合格ならずでした。悔しいで
すが３年後、一緒に頑張ります。
卓話たのしみです。
２，３日はあたたかいようですね。
鈴木さん　宜しくお願いします。

本日の合計：29,000円　総計：706,000円
ニコニコBOX（山本 宏史  会員）
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出席報告（渋谷 桂次  会員）
先々週の訂正出席率 73.08％

会員数
29名

免除数
3名

出席数
23名

免除者出席
1名

欠席数
6名

出席率
85.19％

司会 『四つのテスト』
司会　川島　保之　副幹事

松原　一郎　会　長
全会員

横田　定利　会　員

点　鐘 
ロータリーソング斉唱「我等の生業」
｢四つのテスト」唱和

会務報告 （松原 一郎  会長）

①桜・梨の花まつりの件
4月4日、5日　東京稲城ロー
タリークラブの件で依頼が新た
にありました。当クラブは4月
5日、多摩川清掃の後に募金
活動を行いますので、ご協力
をお願い致します。

幹事報告 （吉田 伸幸  幹事）

①ガバナー月信　2月号が届
いております。
②第7回　日台ロータリー親
善会議　福岡大会　開催延期
とお詫びが届いております。
3月6日（金）予定　→　延期
日等は未定
③「つながろう2020　あなたの

ロータリーフェスティバル」ご協賛のお願いが届いており
ます。一口4,000円ポロシャツを進呈。5月17日（日）開
催
④東京調布ロータリークラブより下半期例会変更のお知ら
せが届いております。
⑤親睦旅行アンケート　回覧致します。
⑥吉田憲司会員より第3回東京都薬物乱用防止推進　稲
城市協議会より研修について、参加が少ないとのこと。
羽田空港税関見学。3月27日　13:00 ～ 17:00。興味の
ある方は参加をお願い致します。

卓話者紹介

【卓話者】
鈴木 修司  会員

【卓話テーマ】
ファクトフルネス
　「10 の思い込みを乗り越え、
　　　データを基に世界を正しく見る習慣」
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毎週木曜日12時30分／毎月最終木曜日18時30分
丘の湯プラザ2F　天安サロン
東京都稲城市東長沼1733-3 グリーンハイツ202号室
　　　  http://inagi-rc.org/

閉会点鐘 （松原 一郎  会長）

稲城市の指定弁護士さんですので、何かご相談がござい
ましたら、鈴木さんを宜しくお願い致します。

今、解いて頂いたのはこの本に書かれている問題です。
ハンス・ロスリングというスウェーデン出身の医者で公衆
衛生を専門とし、エボラ出血熱などに対応した方が国
連のデータやユニセフのデータを基にまとめた本になり
ます。この本の副題は「賢い人ほど世界の真実を知らな
い」です。これはチンパンジークイズとも呼ばれていて、
１３問で３択ですからチンパンジーでも4問は正解できる
と言われています。知識があるからこそ、正解が4問以
下になってしまうそうです。

この本では、低所得国・中所得国・高所得国の定義
はあえて書いておりませんでしたが、この本のベースと
なっているのは、先進国と途上国という分類ではなく、
生活レベルを一日の所得ごとに4つにわけるという考え
方をしております。
1日2ドル以下、8ドル以下、32ドル以下、32ドル以上
という分け方をしております。
レベル1【2ドル以下の生活】…裸足で歩いて水を汲み
に行き、薪で火を起こす。貝を食べる生活をしている。
世界に約10億人います。
レベル2【2ドル以上8ドル未満の生活】…サンダルを履
いて、自転車で水を汲みに行く。灯油を使えるようにな
り、鶏肉や卵を食べられる生活。世界に30億人程度い
る。
レベル3【8ドル以上32ドル未満の生活】…水道、電気
が使え、冷蔵庫があり、バイクで移動ができる。旅行に
も行ける。世界に約20億人いる。
レベル4【32ドル以上の生活】…車を持ち、外食をし、
飛行機で旅行ができる。世界に約10億人いる。

レベル2、3の生活は1950年代の西ヨーロッパやアメリ
カと同程度の生活。レベル1の生活は1900年以前頃
の生活となります。おしんというドラマがありましたが、
こういう感じの生活でした。おしんは1901年生まれでし
た。アメリカやブラジルに移民したのも、1800年の後半
から1900年の前半辺りですから、120年位前は日本で
もレベル1に近い生活をしていたということがわかってき
ます。

この、ハンス・ロスリングという方が言いたかったのは、
世界は分断されていると考えてはいけないということで
す。先進国と途上国という分類をすると、間がなくて、
大きくわかれていると考えてしまう。実際に分布をみると、
コブ型のグラフになります。分断しているのではなく、大
まかに大部分の人がどの部分にいるのかということを見
てくださいというのが第1問と2問辺りの趣旨になります。

第3問、4問辺りは、メディアでニュースになることは悪
いことだけになってきますので、世界はどんどん悪くなっ
ていると思い込みがある。データによると、100年前に
極度に貧困だった人は約70％いた。今、低所得国は
世界の約9％程度ですので、70％から9％へ改善され
ています。100年前の平均寿命は30歳代で40歳には
至らなかった。1900年の乳幼児の死亡率は40％を超え
ていたけれど、2016年は4％。という風になっています。
こう考えると明るい話は小さな進歩が世界中で起きてい
ると考えられる。

ビルゲイツの奥さんが貧しい子を助ける活動をされてい
ますが、ある人から「あなたたちが貧しい子達を助けた
ら、人口が増え続けてしまい、地球が滅んでしまう」と
言われたそうですが、そういうことはない訳です。

今まで一番多く亡くなった感染症はスペイン風邪なんで
す。1918-19年に発生したもので、世界で5億人が感
染し、5000万人が亡くなりました。死亡率は10％です。
当時、世界の平均寿命が33歳だったのが、平均寿命
が23歳まで落ちたそうです。日本でも39万人の方が亡
くなりました。

この本は出た当初世界で100万部のベストセラーとなり
ました。今、日本で1年間で60万部売れました。もし
興味がある方はお読みいただければと思います。

謝　辞 （松原 一郎  会長）


