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会長卓話

令和元年 8 月 6 日 （家族同伴納涼移動例会）
司会 ： 川島 徹

編集 ： 伊藤 純
会 次 第

1．点鐘
2. ロータリーソング 「君が代」 「奉仕の理想」
3. お客様紹介
米山記念奨学生 アワンドゥ ドリス アウィンノ 様
4. 会長卓話
6. 幹事報告

小宮山 大介 会長

7. お客様挨拶

皆様こんにちは、今日は暑い中、納涼例会にお集

8. 委員会報告

まり頂きましてありがとうございます。

9. スマイル報告

この前にはジュニア甲子園野球大会、閉会式が無事
行われまして伊藤委員長を始め社会奉仕委員会の

第 2112 回例会

皆様一丸となって開催出来ました事を深く感謝申し

令和元年 8 月 21 日

上げます。また、ハドウスで納涼例会が開催出来まし

司会 ： 川島 徹
１．点鍾

た事も大島委員長を始め親睦委員会の皆様大変あり

2．ロータリーソング 「我らの生業」

がとうございます。以前もハドウスで納涼例会が行わ

3．四つのテスト 4．結婚・誕生祝

れたのは確か長島会長年度、その時の松井親睦委

5．外部卓話 「認知症、介護の現状について」

員長が何度も下見をして開催された事を思い出しま

株式会社パブレ 代表取締役 渡邊祥二 様

―

す。野球大会の話に戻りますが光陽中が優勝しまし

次回例会案内 令和元年 9 月 4 日

た決勝戦では、とても熱戦となり同点、延長、サドンデ

結婚祝・誕生祝

スで決着となり冠の付いた大会としては、とても素晴ら

四つのテスト

しい試合となった事と思います。今日は難しい話は、

部門セミナー参加報告

さておき皆さんでゆっくり楽しんで頂けましたらと思い
ますので会長挨拶はこれにて終了させて頂きます。
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今日は宜しくお願い致します。
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認ください。
・越谷中ロータリークラブ様より 8、9 月の例会場の変

幹事報告

更案内が来ております。
こちらも例会場に掲示しておりますのでご確認お願い
します。
・明日、8 月 7 日は第二回理事役員会となっておりま
す。5 時半と、少し早めのスタートになりますが。審議
協議事項がありますのでよろしくお願いいたします。
・次回の例会は 8 月 21 日（水）となりますので、お間
違えの無いようにお願いいたします。
以上幹事報告でした。

お客様挨拶
大濱 裕広 幹事
改めまして、こんにちは。本日、ジュニア甲子園閉
会式から納涼例会と忙しい中会員の皆様、ご家族の
皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。
ジュニア甲子園では社会奉仕伊藤委員長はじめ、委
員も皆さま子供たちにけがもなく無事終了できました
ことを感謝申し上げます。また、本日の納涼例会に早
くから準備で対応していただいてます大島委員長は
じめ親睦委員の皆様にも厚く御礼申し上げます。そ
れでは幹事報告いたします。
（地区より）

米山記念奨学生 アワンドゥ ドリス アウィンノ 様

・フィリピン国際奉仕 PJ 視察ツアーのご案内が届い

皆さんこんにちは、はじめましての方もいらっしゃい

ています

ます。今年 4 月から米山記念奨学生になりまして、み

（クラブより）

んなの顔は覚えましたが名前はまだ、覚えてない方も

・越谷市内小学校陸上競技大会における寄贈品に

いらっしゃいます。今年 12 月位までには、名前を覚

ついて越谷市小学校連盟よりお願いが届いておりま

えられるよう頑張ります。宜しくお願いします。

す。
・第 45 回越谷市民まつり実行委員会様より第 3 回財

委員会報告

政委員会の開催について案内が届いております。8

社会奉仕委員会 伊藤委員長

月 19 日（月）午後 6 時 30 分より中央市民会館です。

皆さんこんばんは、社会奉仕委員会からご報告と

関係委員会代表の方のご出席をお願いいたします。

御礼のご挨拶申し上げます。

・越谷南ロータリークラブ様より 8 月、9 月のプログラム

まずもって本日無事、越谷ジュニア甲子園野球大会

が来ております。例会場に掲示しておきますのでご確

が閉会となりまして皆様に多大なるご協力を頂きまし
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てありがとうございました。深く御礼申し上げます。

家族同伴納涼例会

会長からも試合結果のご報告がございましたが、私
からも補足でご報告致します。優勝は光陽中、準優
勝が富士中、そして 3 位として栄進中と中央中という
結果となりました。細かくご報告申し上げますと栄進
中におられる深野会員のご子息が、代打で出てヒット
を打つなどかなり大活躍されたことでこれもご報告申
し上げます。また、吉澤会員、本日お見えにはなられ
ておりませんが社会奉仕委員会に非常にご尽力頂き
まして、いらっしゃいませんが大変深く感謝を申し上
げたいと思います。社会奉仕委員会としましての次の
事業が 10 月 27 日越谷市民まつりを予定しておりま
す。皆様には、またお声掛けしてご協力のお願いを
するかと思いますが、その際は是非、ご協力宜しくお

司会 川島 徹 委員

願い致します。繰り返しとなりますがジュニア甲子園
会野球大会に皆様ご協力頂きましてありがとうござい
ました。

乾杯 松﨑 副会長

出席報告
会員数
出席免除者

47 名
6名

出席者

29 名

欠席者

12 名

出席率

70.7%
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が加算されます。いわゆる元代表五郎丸選手のアレ

第２１１２回例会

です！そのほかペナルティで得た権利によりキックの

平成元年 8 月 21 日

届く位置から蹴り込んで決まったゴールはペナルティ
ゴール、これは 3 点です。そしてなかなか見られない

会長卓話

得点がドロップゴール。これはボールを支配していた
プレイヤーが突然ワンバウンドさせてゴールを狙うキ
ックです。決めるとこれもまた 3 点が追加されます。た
だこの戦術は、本来トライを獲得すると合計 7 点入る
ものが、せっかく攻めているのに 3 点しか入らないと
いう事になります。ですので、稀に見られるのは前後
半の終了間近という場面に多くは限られます。1 点で
も入れば逆転という状況です。しかしあの楕円のボー
小宮山 大介 会長

ルをいったん地面にワンバウンドさせてゴールを決め

本日も例会参加ありがとうございます。皆様の今年

るというのは高い技術とそれを選択する判断と胆が必

のお盆はいかがでしたでしょうか？

要です。試合終了間近、勝敗を左右する行動ですか

今日は越谷東ロータリークラブ山崎会長、宮下幹

ら。それと最後に覚えていてほしいのが選手が高くボ

事をお迎えいたしました。ご参加誠にありがとうござい

ールを蹴り上げる “パント” です。これは陣地を敵陣

ます。さてお盆前には第 11 回ジュニア甲子園野球大

に大きく変える効果があります。蹴る位置も重要です。

会が開催され、伊藤社会奉仕委員長はじめ委員会メ

ゴールラインから 22 メートルのところにラグビーコート

ンバー、会員の皆様のご協力により決勝戦の熱戦を

にはラインが引いてあります。それの内側から蹴りタッ

含め成功裡に終了したと思います。また直後の納涼

チライン（サイドライン）を出ると、ボールが出たところ

例会では多数の皆様にご参加いただけました事、重

からのラインアウトになります。それが 22 メートルライ

ねて感謝いたします。

ンの外（センターライン寄り）から蹴り、直接タッチライ

報告事項が目白押しですが、8 月 4 日には青少年

ンを割ってしまうと蹴ったところの位置に戻されてしま

交換学生の堀越さんが無事にフィンランドに旅立ちま

います。ですので、22 メートルライン外からパントを蹴

した。無事到着したことと、素敵なホストファミリーに歓

る場合は、コート内でのワンバウンドが必要になります。

迎を受けている事の報告がありました。そして、19 日

以上のように、ラグビーもアメフトもルールは複雑な所

にはフィンランドからサミュエル君を大宮中央ロータリ

ありますが、単なる陣取り合戦とシンプルに捉えて観

ークラブの皆様と大濱幹事と迎え入れたことをご報告

戦いただければ少しは面白く観られるのかと思いま

申し上げます。

す。ただ目まぐるしく選手とボールが動く競技ですが、

今日の挨拶は 9 月 20 に迫ったラグビーワールドカ

一瞬の流れの中で深い判断と実行があるというのは

ップに触れたいと思います。皆様はラグビーの得点の

覚えていてください。スポーツは“深み”を知れば知る

配点はご存知ですか？一番わかりやすいのは “トラ

ほど面白くなります。今日はワールドカップ開催 1 か

イ” ですが相手陣のゴールラインに攻め込みグラウン

月にちなみラグビーの話をさせて頂きましたが、徐々

ディングすると 5 点が入ります。その後コンバージョン

にアメフトにすり変えて行きますので、皆様宜しくお願

ゴールの権利が与えられ、ゴールをクリアすると 2 点

いします。最終的にはファンになって頂くのが私の会
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長としての目標でもあります（笑）
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興味のある方の参加をお待ちしております。登録
については幹事大濱までお願いいたします。
・地区のあゆみⅢが届いております。一人一冊お持

幹事報告

ち帰りください。又、ロータリー100 周年記念バッチ
も届いております。皆様のメールボックスに入れて
おきますのでお持ち帰りください。
（クラブより）
・越谷南ロータリークラブ様より年度計画書が届いて
おります。
・青少年交換留学生の合宿が本日、明日と大宮にて
開催されます。当クラブよりフィンランドから来日し
ましたサミュエル君が参加されます。
・先日、第 2 回理事役員会にて、橋本会員の退会に

大濱 裕広 幹事
改めまして、こんにちは。お客様ようこそ、いらっし

伴う理事の欠員につきまして、高橋忠克会員が理

ゃいませ。本日もよろしくお願いいたします。それで

事に推薦され承認されました。又、国際奉仕委員

は幹事報告いたします。

会副委員長には浅野目会員が選任されました。

（地区より）

・年度計画書の修正につきましては本日が締切りとさ

・地区大会実行委員会より、実行委員推薦のお願い

せていただき、新しい年度計画書は来週に出来上

がきております。第 8 グループの各クラブより 3 名

がる予定です。つきましては先月、お渡しいたしま

ずつの推薦となっておりますので、当クラブからも 3

した、年度計画書のご返却お願いいたします。

名推薦させていただきます。よろしくお願いいたし

以上幹事報告でした。

ます。
・2019－20 年度会員増強維持部門より、「会長フォ
ーラム」の案内がきております。10 月 6 日（日）15

結婚誕生祝い

時より川口駅前市民ホールフレンデイアにて開催
されます。
・地区補助金送金のお知らせがきております。申請い
ただいた 4 月は 1 ドル 110 円でしたが、8 月のレ
ート 1 ドル 108 円にて送金とのことです。ご確認の
上、報告書の記載にご注意お願いいたします。
・職業奉仕部門セミナーの案内がきております。本日、
皆様のお手元にございます。案内をご覧いただき
まして、クラブといたしましては 8 名の参加を考えて
おりますので、ご協力をお願いいたします。
・第 15 回日韓親善会議のご案内がきております。9
月 28 日仙台国際センターにて、開催予定です。ご
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日の例会を通常の時間帯とは違う夜間としています。
何を目的かといいますと、その後のお酒を飲みながら
親睦を深めるということ。まだ 7 月にしかやっておりま
せんが、2 次会も会員の皆さんでカラオケで歌ったり、
若い会員と先輩の会員もたくさん参加してくれたりし
ています。色々試行錯誤をしながら東クラブの絆を強
くする志を持って行っております。そして北クラブにお
かれましては、小林操ガバナーを輩出されています
代表挨拶 岡崎 勲会員

ので色々大変かと思います。

皆さんこんにちは。本来であれば今日は、誕生日

小宮山会長から先程お話しがございましたが会長

の太田さんがご挨拶だと思いますがお休みということ

幹事会がございまして越谷クラブの新井ガバナー補

で、私も 8 月 9 日で 74 歳になりました。今は太田さん

佐を始め第 8 グループが一丸となって、少しでも小林

を目指して一生懸命ゴルフを頑張っております。80

ガバナーを盛り上げて行きたいと思っております。私

歳までは頑張るつもりでおりますのでこれからも皆さ

は、まだまだロータリー経験が浅く未熟な会長ですの

ん宜しくお願いします。

で北クラブの先輩方にご指導をお願いしまして簡単
ですが挨拶といたします。一年間宜しくお願い致しま

お客様挨拶

す。

越谷東 RC 会長 山崎 勝己 様
さいたま欅 RC 幹事 荒蒔 良和 様

皆さん改めましてこんにちは。本年度越谷東ロータ
リークラブの第 33 代目の会長を拝命しました山崎勝

皆様改めましてこんにちは。さいたま欅ロータリーク

己と申します。どうぞ宜しくお願い致します。

ラブ幹事の荒蒔と申します。小宮山会長を始め越谷

今年度、東ロータリークラブでは、運営方針として、

北クラブの皆様宜しくお願い致します。

仲間を大切にして供に向上（絆）としております。先程、

私は、本日の卓話者の渡邊さんとは別の経営者団

北クラブさんの運営方針を拝見しまして絆という文字

体に一緒に所属しておりまして、そんな事もあり今日

が入っていまして小宮山会長もそんな思いが有るの

は応援という形で参らせていただいております。本来

かなと感じています。そしてビジョンとしましては社会

であればグループ内での表敬訪問等が行われてい

貢献と親睦の実現、今年度は特に親睦を深めるとし

る時期かと思いますが卓話講師の応援ということでご

ております。試みとしましては、月に一度、最終木曜

理解頂けましたらと思います。そうは言いましても北ク
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ラブさんにおかれまして今年は、小林ガバナーを輩

での4尺玉(約120センチメートル)。1985年のギネス・ワ

出されている大事なクラブでもございます。私自身も

ールド・レコーズ(ギネスブック)に登録されました。その後

今日初めて北クラブさんに参りましたがこれを機にご

アラブ首長国連邦の王族が2018年の新年を祝おうと、

指導ご鞭撻を頂けましたら幸いでございます。本日は、

アメリカのグルッチ社に依頼し打ち上げられた約4尺半

宜しくお願い致します。

の花火が、現在ギネスブックに登録されている世界最大
の花火です(直径約142センチメートル、重さ997キログラ

3 分間ロータリー情報

ム)。花火は火薬によって打ち上げるものですから、危険
を伴います。それゆえ、各都道府県で定められている保
安距離などを守ることが大切です。日本の風物詩であり、
受け継いでいくべき日本の文化といえるでしょう。
（第2500地区・北海道・津軽RCにて）

委員会報告
地区大会実行委員会 大熊 正行 会員
昨日、第 8 グループの会長幹事会にお邪魔しまし
今井 英治 会員

て、新井ガバナー補佐を始め第 8 グループ各クラブ

「花火」 (株)ノース技研 取締役 石井朋子

の会長・幹事さんに地区大会への協力と実行委員輩
出のお願いをして参りました。11 月 9 日（土）10 日

古代中国にルーツを持つという花火が日本に入って
きた時期は定かではありませんが、盛んになったのは徳

（日）の二日間に亘り地区大会が開催されますが、ガ

川家康の時代からといわれています。江戸時代は鍵屋、

バナーを輩出している当クラブがホストクラブになりま

玉屋という2つの花火業者が花火を栄えさせました。現

す。前日 11 月 8 日(金)の準備から計三日間に亘り会

在の円形の打ち上げ花火の形を作ったのは鍵屋で、今、

員の皆様方にはお手伝いと参加のご協力をいただか

その円形の花火が世界の主流となっています。江戸時

なくてはなりませんので何卒よろしくお願い致します。

代は、主に木炭、鉄粉、水銀を材料にしていたため、色

外部卓話

の変化はなく炎の強弱を楽しむだけでしたが、明治時代
に入って金属化合物が輸入されてから、赤、緑、青、黄
と、花火の色の種類が増えました。現在の技術では基本
7種類の色が可能といわれており、化合物の調整により、
さらに微妙な色も表現できるようになりました。大きさは今
でも尺貫法で表記され、1号につき1寸(約3センチメート
ル)の内径で、1号玉から40号玉まであります。10号は1
尺ですから、尺玉となります。花火玉の中には、色を出
すための玉(星)が入っています。星は、花火づくりの中
で最も重要な作業の一つで数年前まで手作業でしたが、

「認知症、介護の現状について」

現在は星掛け器が使われています。日本で打ち上げら

株式会社パブレ 渡邊 祥二 様

れた花火で、一番大きなサイズは、新潟県の片貝まつり

皆さん、こんにちは！株式会社パブレの渡邉祥二
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と申します。先日は岸さんをご紹介させて頂きまして

進んでいるかご存じでしょうか？なんと女性の 2 人に

誠にありがとうございました。今日は、私が精いっぱい

1 人、男性の 4 人に 1 人が 90 歳を迎えるといわれて

お話しさせて頂きます。なお、私は、介護の素人なの

おります。この 50 年間の間に平均寿命は 10 年以上

で、介護のプロの石川圭子さんにお手伝いしてもらい

伸びているといわれています。1964 年の平均寿命は

たいと思っています。今日は介護認知症について皆

男性は 67.6 歳女性は 72.8 歳でした。それが 2014

さんにお伝えしたいと思います。宜しくお願いいたし

年では男性は 80.5 歳、女性は 86.8 歳まで伸びてい

ます。

ます。

昨今、テレビなどでも認知症のことはよく、取り上げ

そしてこちらのグラフをご覧いただきたいのですが、

られています。皆さんも、最近、お耳にされることがお

やはり年齢を重ねるごとに介護を受ける方の割合は

おいかなと思います。実際に、認知症の方がどれくら

増えていくことになっていくようです。やはり、年齢を

いいらっしゃるかご存じでしょうか？なんと、65 歳以上

重ねるごとに、多くの方は体、頭、にどこかしら、がた

の高齢者人口、3,079 万のうち、なんと 462 万人も、

がきてしまうのです。次に、こちらのグラフをごらんくだ

いらっしゃいます。割合としては、約 15%です。そして、

さい。こちらのグラフは人口に占める高齢者の割合で

予想では 2030 年には 830 万人、2060 年には 1,154

す。1990 年には 12.1%、8 人のうち 1 人が高齢者、

万人に増えると予想されています。なんと、約 40 年

65 歳以上の方でした。しかし、2010 年には 23%、約

後には認知症の方の今の、約 3 倍になるといわれて

4.3 人のうち 1 人が 65 歳以上の方となっており、その

います。よく老化によってもの忘れがあるといわれま

割合はどんどん増え続けています。そして、1950 年

すが、老化による物忘れと認知症は何がどのように違

の頃は、10 人で 1 人のお年寄りを支えていたのです

うのでしょうか？老化によるもの忘れは老化による自

が、2030 年には約 1.7 人で 1 人のお年寄りを支えて

然な変化に対し、認知症は脳の神経細胞の病的な

いるという状況になってしまっています。みなさん、こ

変化で、CT スキャンで脳をみると、認知症かどうかは

のようなことはぼんやりとご認識されていらっしゃること

っきり、わかるとのことです。老化による物忘れは日常

と思います。やはり、数字で見ると、高齢化社会は待

生活に支障がないのに対し、認知証は日常生活に

ったなしで進んでいることがわかると思います。そして、

支障をきたすといわれております。また老化による物

公的年金などの社会保障が、高齢化社会が進むこと

忘れは忘れたことの自覚があるのに対し、認知症は

に伴って、見直されているのはご存じでいらっしゃい

忘れたことの自覚がないといわれております。いわゆ

ますでしょうか？支える人数と支えられる人数の割合

る介護状態になる原因のトップが認知症といわれて

が違ってきているのに、同じようなボリュームで社会保

おります。その割合は 18%です。そして、約 5 人に１

障を続けてしまうと国の財政が破綻してしまいます。

人が認知症が原因で要介護状態になってしまいま

そこで公的年金の支給開始の年齢が段々遅くなっ

す。

たり、公的医療保険の自己負担割合がどんどん増え

認知症といっても、ただ頭がぼけて困ったではすま

ていったりしています｡そして、公的介護保険おいて

ないのです。要介護の原因となり、その原因のトップ

も自己負担割合の変更が行われております。最近で

なのです。まずそのことについてご認識頂けたらと思

は負担割合が 1 割の方のうち、特に所得の高い方は、

います。皆様の周りにも認知症の方はいらっしゃいま

3 割負担となってしまい、それが大変大きいといわれ

すでしょうか？ところで、今の日本は、超高齢化社会

ています。要介護の 5 の方は自己負担割合が約

といわれていますが、今、日本の高齢化はどのように、

36,000 円なので、3 倍では 10 万を超えてしまいます。
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そして、実際に要介護の認定者の数がどのように増

る、特別養護老人ホームは比較的安価なのですが、

えているか、みてみると、2000 年では 218 万人であ

下手したら何百人待ちという状況です。なので、思っ

ったのに対し、2017 年では 633 万人になっており、

ていたより費用がかかってしまう場合もあるかもしれま

約 2.9 倍になっております。今まで、数字ばかりずら

せん。そこで、介護離職ということが起こるのです。ま

ずら述べてきましたが、要は高齢化社会がどんどん

た要介護状態に老後破産に陥る高齢者があとをたち

進んで、ご高齢者の割合がどんどん増えてきて、認

ません。そればかりか、介護者まで巻き込んでしまう

知症、要介護の方の数もどんどん増えていっていま

結果となります。介護は育児と違い、突発的に問題が

す。そして、支える人数と支えられる人数の割合が変

発生することや介護を行う期間方策も多種多様であ

化していって、同じようなボリュームで社会保障を続

るから、仕事と介護の両立が困難となり、親と仕事とど

けて行ったら国の財政が破綻してしまいます。社会保

ちらが大切か自問自答し、介護離職を選択するので

障の基準も変化してしまって、どんどん、私達の、自

す。それが負の連鎖の始まりなのです。精神面、肉

助努力の必要性が高まっていっているのです。そこ

体面、経済面の負担が増してしまうので、なるべく介

で、皆さんがご加入されている、公的介護保険がある

護離職はしてほしくないです。介護休業をサポートす

からと言って絶対的に安心とはいえない状況です。

る法律として介護休業制度があります。しかし、その

次に、皆様に「介護離職」というお話を聞いて頂き

取得率が数パーセントと低いようです。大手企業には

たいと思います。皆さん、介護離職という言葉をお聴

法定以上に制度を充実させているところもあります。

きになったことはございますか？その言葉の通り、お

ご自身の会社の制度をきちんと確認していただけた

父様、お母さまの介護をするために、仕事を辞めてし

らと思います。

まう、もしくは転職されることをいうのですが、そういっ

次に、もし介護を受けるとしたら誰に介護されたい

た話があることは、どこかでお聴きになられたことはあ

か、とう調査の結果をお伝えしたいと思います。一番

るかとおもいます。皆様方のご子息、またはお友達で

多いのは、家族に依存せずに生活ができるような介

大企業にお勤めのかたもいらっしゃるかと思います。

護サービスがあれば、自宅で介護を受けたいというの

大企業の場合本人の意思に関わらず、遠隔地に転

が一番だそうです。そして、このグラフの左からの 3 つ

勤を命じられる場合もあるかと思います。例えば、一

の回答は自宅で介護を受けたいというご回答なので

緒に住んでいるから、ご両親様の介護をできた、転勤

す。よく「施設に入りたい」という言葉を耳にするような

すると、介護ができなくなる、施設に入るのもなかなか

気がしますが、実はそれは少数意見で、多くの方が

難しい。そこで、なくなく転職せざるをえない場合もあ

家族と最後まで一緒にいたいとお考えが多いのです。

るようです。そのような時には、長年やり続けた仕事か

ソンポジャパンの介護施設の方によると、「仕方なく」

ら転職されるのですから、多くの場合年収が減り、金

という言葉が面接のときに、言われるそうです。親にと

銭面だけでなく、体力面、精神面の負担が増してしま

って、お子さんやお孫さんはかわいいものですが、そ

うとの調査結果もでています。先ほども申しあげまし

のお子さんやお孫さんに囲まれて暮らしたいというの

たように、超高齢化社会により、お年寄りの公的介護

はごく普通な感情だと思われます。

保険の基準が変わっています。さきほど、所得が高い

そして、もし介護状態になってしまったら、いくらくら

方は、自己負担割合が 3 割とお伝えしましたが、この

い費用がかかってしまうか、考えてみたいと思います、

後お話してくださる石川さんによると、5 割負担まで上

いわゆる介護のお金はいくらかかるかではなく、いく

がると国も言っているとのことです。また特養とよばれ

らかけるかといわれています。そこで、介護する側、
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介護される側のお考え次第で、かけかた次第というこ

ん、お嬢様がいらっしゃる方が多いと思います。また

となのです。自宅介護では介護の程度によって負担

ご本人が 40 代、50 代くらいの方がいらっしゃると思

割合が違い、また受ける医療費によってかわってくる

います。そういった、40 代、50 代の方々も、20 年後

ので、一概には言えません。生命保険文化センター

30 年後には高齢者になります。そのときご自分が介

によると、平均 5 万円といわれております。年間 60 万

護を受けることもあるかもしれません。介護保険事業

円、5 年で 300 万円です。もっともあくまで平均なので、

状況報告によると、65 歳から 75 歳までの要介護認定

もっとかかる場合もあるでしょう。そして施設入所のほ

率は 4%ですが、75 歳以上の要介護認定率は約

うが、自宅より一般にはお金はかかるといわれており

32%になります。そして 40 代 50 代のかたはそれまで

ます。施設に入所したいという場合を考えてみたいと

に時間があります。そこで、40 代 50 代の位の方はご

思います。特別養護老人ホームでは月 10 万円くらい

自身のお子様、お孫さんに負担をかけないよう、70

かかるといわれております。年間 120 万円、5 年で

代になるまでに、計画的にご準備されることをお勧め

600 万円です。中には介護状態が 10 年続く場合もあ

します。

ります。そしてその倍の 1,200 万円です。もっとも、特

私は保険の仕事をしており、保険を使って備えるこ

養には要介護 3 以上でしか入れないとの制限があり、

とも可能です。もし保険を使ってということにご関心が

300 人から 400 人待ちという状況で、特養に入れると

あれば、そちらにいらっしゃる小宮山さん、もしくは私

は限りません。そして、介護付き有料老人ホームであ

にお声がけいただけたらと思います。

れば、一時金で何百万円、月々50 万円以上かかると

皆さん、清水ゆきこさんをご存じでしょうか。昔、欽

ころもあります。もし自宅で介護を行えない状況では、

ちゃんファミリーで大活躍した歌手の方です。お母さ

このような介護付き有料老人ホームも、念頭におく必

まの介護疲れで自殺してしまいました。芸能人で華

要があると思います。なので、介護には予想以上の

やかに生活にされていただろうに、介護のために、芸

お金がかかるかもしれないということを念頭に置いて

能界を引退されて、派遣でお仕事をされていたようで

おいてほしいと思います。

す。まさに先ほどお伝えした、まさに介護離職です。

そしてさらに、お伝えしたいのは、介護にかかるお

もしかしたら、清水さんのご両親が自らの介護につい

金は、基本的に要介護者の貯金や年金から捻出す

ての経済的な備えをしていれば、そのようなことには

るようにしましょうということです。例えば、おじいちゃ

ならなかったかもしれません。もっとも清水さんの場合、

ん、息子さんお孫さんの 3 世代がいて、おじいちゃん

直接の死因は硫化水素を使った自殺ですが、間接

が要介護者だったとします。そのおじいちゃんの介護

的な死因となったのが、介護鬱だったようです。母親

の費用はおじいちゃんのお金を使ってほしいと思い

の介護に一生懸命になりすぎたあまり、介護鬱になっ

ます。その息子さんには、その息子さんの人生、生活

てしまったようです。手書きの遺書のほかにも妹の涼

があります。そのお孫さんのための教育費がかかった

子さんに送ろうとした遺書メールが発見されておりま

りします。息子さんにお金があったとしても、おじいち

す。良ちゃん、母ちゃんをつれていくことを許して下さ

ゃんの介護の費用に使わず、そのお金は息子さんの

い。天国で涼子の幸せを見守っていますね。母ちゃ

人生、お孫さんの教育費などに使ってほしいと思うの

んの部屋に手紙があります。宜しくお願いいたします。

です。そうじゃないと、下の世代の、人生、生活がが

じゃあね、さよなら、ごめんね。妹に母の介護で大変

たがたになってしまいかねないのです。そのためには、

な思いをさせたくないという清水さんの悲痛な思いが

ここにいらっしゃる方で、40 代、50 代くらいの息子さ

伝わってきます。介護を行う方には精神的負担がとて
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も大きく伴います。そういった心理的なケアも必要かと
思われます。ここにいらっしゃる方は、経済的に裕福
な方が多いのかと思います。しかし、人間いつなにが

・皆様こんにちは。本日は宜しくお願い致します。

あるかわかりません。プロレスラーの高山よしひろさん
は試合中の事故で、首から下が動かなくなってしまい

越谷東 RC 会長 山崎 勝己 様
・別の経営者団体でご一緒させていただいた渡辺さ

ました。どんなことがあっても大丈夫という万全の備え

んの応援で参りました。小宮山会長をはじめとする

をして頂けたらと思います。

越谷北 RC の皆様本日は宜しくお願い致します。

最後に、やはり、認知症にならないのが一番です。

さいたま欅 RC 幹事 荒蒔 良和 様

認知症の一歩手前の軽度認知障害が認知症予備軍

・越谷東 RC 山崎会長、宮下幹事、本日はありがとう

ということがわかってきました。この軽度認知障害なら

ございます。パブレ渡邊様、卓話宜しくお願いしま

26％の方が、健常者へ回復することがわかってきまし

す。さいたま欅 RC 荒蒔様ようこそ。

た。軽度認知障害のケアのポイントは次の 5 つと言わ
れております。1 つめが運動の習慣をつける、2 つめ

小宮山 大介
・お客様ようこそ。本日もお願いします。

が食事を改善する。魚介類の DHA や EPA や各種
ポリフェノールがおすすめです。3 つ目が生活習慣病

誕生日ありがとうございます。

・お客様ようこそ。渡邊様卓話宜しくお願いします。

の改善、糖尿病などは認知症の発症を早める要因に
なりかねません、4 つ目が、脳の活性化のトレーニン

大濱 裕広
渡辺 裕介

・越谷東 RC 山崎会長、宮下幹事ようこそ。一年間頑

グ。5 つ目が社会脳を鍛える。社会からの孤立は、認

張ってください。さいたま欅 RC 荒蒔幹事ようこそ。

知症の症状を悪化させるといわれております。デイケ

最近空飛ぶ修行を始めました。沖縄に沢山行けま

アをはじめ、できる範囲で地域の交流活動に参加す

す。

るのがよいとのことです。以上の 5 つに気をつけて、

・お客様ようこそ。いらっしゃいませ。

認知症になるのを防いでほしいと思います。この後、
介護のお仕事を何十年とされていらっしゃる石川さん

大熊 正行

伊藤 純 木村 二夫 松井 昭夫 松﨑 義一
・たくさんのお客様、本日ありがとうございます。

にバトンタッチしたいと思います。それでは、石川さん、
宜しくお願いいたします。

青木 清
・越谷東 RC 山崎会長ようこそ。さいたま欅 RC 荒蒔
幹事ようこそ。

宮﨑 敏博

・誕生祝いありがとうございます。
岡﨑 勲 須賀 篤史
・結婚記念祝いありがとうございます。

髙橋 陽一

・残暑見舞い申し上げます。

小林 光則

・本日もよろしくお願い致します。
佐藤 要 髙 瑠美子
・毎度ながら久しぶりの例会出席です。すみません。
一柳 昌利
・世界平和の為に。
・本日早退です。
越谷北ロータリークラブ
「奉仕で築く我らの絆 手に手を取って 地域へ そして世界へ」 2019-2020
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小宮山大介会長 提言

2019-2020 国際ロータリーテーマ
“ロータリーは世界をつなぐ”

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

RI 会長

マーク・ダニエル・マローニー

出席報告
会員数

46 名

出席免除者

11 名

出席者

35 名

欠席者

8名

出席率

81.4%
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中締め 奉仕プロジェクト部門
須賀 篤史会員

深野 秀樹会員 ご子息挨拶

浅野目 猛会員 熱唱
越谷北ロータリークラブ
「奉仕で築く我らの絆 手に手を取って 地域へ そして世界へ」 2019-2020
ホーページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/

14

小宮山大介会長 提言

2019-2020 国際ロータリーテーマ
“ロータリーは世界をつなぐ”

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

RI 会長

マーク・ダニエル・マローニー

決勝戦

越谷北ロータリークラブ
「奉仕で築く我らの絆 手に手を取って 地域へ そして世界へ」 2019-2020
ホーページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/

15

小宮山大介会長 提言

2019-2020 国際ロータリーテーマ
“ロータリーは世界をつなぐ”

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

RI 会長

マーク・ダニエル・マローニー

サドンデスの結果光陽中優勝

司会 新沼 徹 会員

閉会式

顧問の先生の皆様 整列

選手整列

閉会の言葉 須賀 篤史委員長

会員整列

優勝賞状授与
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優勝旗授与

マーク・ダニエル・マローニー

小宮山 大介 会長 挨拶

準優勝 富士中学校

閉式の言葉 松﨑 義一 副会長
3 位 栄進中・中央中

優勝校 光陽中学校 ダイヤモンド一周
最優秀選手賞 賞状授与
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優勝校 光陽中学校

準優勝 富士中学校

3 位 栄進中学校

3 位 中央中学校
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