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AAAAゲストビジターの紹介ゲストビジターの紹介ゲストビジターの紹介ゲストビジターの紹介        

    

ゲストゲストゲストゲスト   ：なし。 

ビジタービジタービジタービジター        ：（株）カボス 

  小山 尊彰 様 

 

aaaa会会会会    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶     会会会会    長長長長                矢部矢部矢部矢部    英樹英樹英樹英樹    君君君君     

本日の会長挨拶は、当クラブメンバーにおきましても

親交を持っておられる方もいる、フィリピン共和国につ

いてお話しさせて戴きます。 

先ずフィリピンの国土面積は298,170平方キロメート

ル(日本国土の約 8 割)全部で 7,641 の島々で形成された

共和国です。人口は、1 億 903 万 5000 人程ほどですが、

この数字は 2020 年にフィリピン国税調査にて計測され

ておりますが、現実にはお国柄なのか、役所に登録され

ていない様な方が全体人口の３～５％程いるようです。 

首都はマニラになり首都圏だけの人口は 1348 万人です。  

民族構成はマレー系が主体で、中国系、スペイン系及び

少数民族がいます。 

言語は公用語がタガログ語と英語となりますが、色々な

民族構成に因り180以上の言語が有ります。 

宗教につきましては、ASEAN 唯一のキリスト教国で 

国民の 83％程度がカトリック系、その他のキリスト教

が 10％、イスラム教は 5％ (ミンダナオ島方面では、

イスラム教徒がミンダナオ島の人口の2割以上いるよう

です)。 

平均寿命ですが、2019 年世界保健機関が調査した結果

男性は 67.4 歳、女性は 73.6 歳で、意外に短命です。こ

れは原因の一つには食生活が問題計上されております。

上流階級の家庭では3食しっかり栄養バランスを考えた

食事を摂取しておりますが、中流家庭以下からはどちら

かと言えば塩分、糖分、油分が濃い目で、特に塩分が強

めの食生活が多く、又野菜の摂取量も少ないので心筋梗

塞、脳梗塞、高血圧に陥る方が多いです。 

最近では子供たちが就学する機会が増えてその影響で識

字率が 98.2％ (2015 年世界銀行調査) とかなり読み書

きが浸透しているようです。 

次に政体は協和制を主体とした政治体制で二院生（上院

24 議席、任期 6 年、連続 3 選禁止、下院 302 議席、  

任期3年、連続4選禁止）大統領と副大統領は国民の直

接投票に因って選出され、大統領は任期6年、再選禁止、

副大統領は任期6年、再選は1回迄可とする。 

2022 年 5 月に大統領選挙が行われ、現大統領は、フィ

リピン初代大統領のマルコス氏と正室夫人のイメルダ・

マルコス夫人との間の実子ボンボン・マルコス氏がこの

7月よりフィリピン共和国大統領に就任しております。 

フィリピンの主要産業ですが、ビジネス・プロセス・ア

ウトソーシング（BPO）産業を含むサービス業(GDPの

約60％)、鉱工業(GDPの約30％)、農林水産業(GDPの

約１０％)となっております。 

又国民一人当たりの GDP は 2011 年が 2473 米ドル、

2016 年が 3108 米ドル、2020 年が 3622 米ドルになっ

ております。経済成長率は、2011 年が 3.7％、2014 年

が 6.1％、2017 年が 6.7％、2020 年が－9.5％です。 

次に物価の上昇率ですが、2011 年が 4.6％、2014 年が

3.6％、2017年が2.9％、2020年が2.6％です。 

失業率についてですが、2011 年が 7.0％、2014 年が

6.6％、2017年が5.7％、2020年が10.3％です。 

ここまでは、ネット等の調査データを閲覧することであ

る程度は解りますが、此れよりは実生活上の実際に見て
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聞いたことを少しだけ記述させて戴きますと、現在でも

フィリピンでは首都圏内でも遺体を土葬で埋葬すること

が認められています。又葬儀は大体 3 日～10 日程度行

う様です。これはお国柄の影響も有、葬儀中は故人をし

のんでという名目で、フィリピン国内では禁止されてい

るカジノ以外での高額賭博を行う為トランプに講じるよ

うです。最近ではトランプ賭博を仕切る胴元になるため、

遺体を買い取ってトランプ賭博を開帳するビジネスが一

時盛んになっておりましたが、前大統領のドゥテルテ大

統領時代に薬物の取り締まりと共に、ギャンブルへの取

り締まりも強化して、現在ではかなり減ってきているよ

うです。しかし基本は貧乏な国なので、わいろさえ支払

えばたいていのことは警察も目をつぶってくれます。例

えば交通違反した場合は、取り締まり現場にいる警官の

頭数に 100～200 ペソ(日本円で 250 円～500 円)を乗じ

た金額をそで下で払えば、お咎めが無いようです。私も

現実に2年程前に訪比した時に、実際この目で見ており

ます。 

最後に、日本のことわざで「備えあれば憂いなし」とあ

りますが、フィリピンでは「今日の 10 円明日の 1 円」

ことわざとしてあるようです。常に 28 度～38 度の気候

を保っており、日本ほど湿度が高くないので過ごしやす

い国だと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

aaaa    幹幹幹幹    事事事事    報報報報    告告告告        幹幹幹幹        事事事事            石川石川石川石川    俊洋俊洋俊洋俊洋    君君君君 

    別紙幹事会報告を参照ください 

 

aaaa出出出出    席席席席    報報報報    告告告告                ☆は出席免除者     

欠席者 渡邉奈津実 ☆外木規之 仲亀秀樹 渡辺弘光 

 

aaaaスマイルボックススマイルボックススマイルボックススマイルボックス        

＊ 今年度もよろしくお願い致します。 

前期分スマイル。  大判大判大判大判   堀水 東志夫 君 

＊ 今期初めてのスマイルです。今期もよろしく 

お願いします。   中判中判中判中判     若林 眞治 君 

＊ どうやら2人目の孫も女の子のようです。 

竹田 浩富 君 

＊ バンザイ！来週休みですね。  石田 道彦 君 

 

                   

   

aaaaお祝・記念日お祝・記念日お祝・記念日お祝・記念日        

● 夫人誕生日：石川俊洋君夫人   由香里 様 (7/20) 

          堀水東志夫君夫人 富美子 様 (7/21) 

● 入会記念日：今村 一徳 君        (H25, 7,19) 

● 創業記念日：貫名 英舜 君 (慶長元年7月24日) 

おおおお本日のプログラム本日のプログラム本日のプログラム本日のプログラム     

クラブ協議会  担当：会長・幹事 

統括委員長統括委員長統括委員長統括委員長年度運営方針発表年度運営方針発表年度運営方針発表年度運営方針発表            

クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営((((親睦・出席・会報親睦・出席・会報親睦・出席・会報親睦・出席・会報))))委員長委員長委員長委員長    

                                                                後藤後藤後藤後藤    憲治憲治憲治憲治    君君君君    

〇親睦委員会 

 会員に楽しいということを感じてもらえるクラブ作り

を委員と共に行っていきます。 

年間70万円目標。等 

〇出席委員会 

欠席の報告は必ずする。今期からWeb例会が始まるの

で会場参加できない会員のフォローを行っていく。等 

〇会報委員会 

 模索中。等 

会員増強・研修委員長会員増強・研修委員長会員増強・研修委員長会員増強・研修委員長                                早川早川早川早川    英寿英寿英寿英寿    君君君君    

〇会員増強委員会 

 会員維持に注力していく。ロータリーと他の団体との

違いがもっと分かりやすいと良い。等 

奉仕プロジェクト委員長奉仕プロジェクト委員長奉仕プロジェクト委員長奉仕プロジェクト委員長                            伊原伊原伊原伊原    謙治謙治謙治謙治    君君君君    

〇職業奉仕 

会員各自にプラスになるような企画を検討、職業品位、

信用、信頼の向上に努めます。等 

〇国際奉仕 

クラブ内での募金活動、プロジェクトに参加、エンド

ポリオ活動は継続。等 

〇社会奉仕 

9月9日に須藤市長卓話。10月28日、4月21日にミツ

バツツジ植樹、メンテ。等 

公共イメージ公共イメージ公共イメージ公共イメージ((((広報・広報・広報・広報・IT)IT)IT)IT)委員長委員長委員長委員長                加藤加藤加藤加藤    康雄康雄康雄康雄    君君君君    

 ハイブリット例会のWeb参加は当日に限られますが、

動画視聴での参加も検討していきます。 

 市長卓話、ミツバツツジ、もっと露出しましょう。等 

RRRR財団・米山委員長財団・米山委員長財団・米山委員長財団・米山委員長                                        岡村岡村岡村岡村    吉彦吉彦吉彦吉彦    君君君君    

 年次基金寄付＄150/人・年、ベネファクター1名以上 

ポリオプラス基金への寄付、ロータリーカード加入促進 

地区補助金を活用して地域に貢献、等 

会場監督会場監督会場監督会場監督                                                                                    遠藤遠藤遠藤遠藤    克彦克彦克彦克彦    君君君君    

 例会の品位と秩序を保ち楽しく効率よく進めて

いきます。席次指定日を設ける。私語の注意、等 

 
会員数 計算会員数 出席 欠席 M U 比率 

今 週 
２６ ２３ ２０ ３ ０ 86.9％ 


