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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月

第 1048 回( 7 月 21 日)例会の記録
点

鐘

江原伸夫会長

・後発医薬品のさらなる使用促進についての言及。

合

唱

我等の生業

※厚労省は 2017 年度内に数量ベースで 60%を

第２副ＳＡＡ

栗原(憲)君

栗原(成)君

「80％」まで引き上げるべき。
※処方箋様式を変更し、後発医薬品への変更不可

ビジター

には理由の記載を義務化する。
※非 DPC 病院に対して後発医薬品の使用割合に

※出席報告
会員数

出席者数

出席率

前回修正

３７名

２５名

65.71％

82.86％

会長の時間

応じた加算や減算を導入する。
その他のいくつかの見直しが検討されており、
受診時の定額負担導入も再び持ち出しております。

江原会長

限られた医療資源の中で、国民皆保険を維持して

こんにちは。今日は医療

くためには、現行の定率負担に加え、
「個人が日常

費の負担についてお話した

生活で通常負担できる少額の定額具端の導入が必

いと思います。

要」としています。

少子高齢化が進む中、診

◎負担能力のある高齢者は負担の引き上げを

療報酬改定での対策だけで

患者負担については、
「負担能力に応じた公平な

の問題解決は到底不可能だ

負担が必要」とし、高額療養費制度において 70 歳

と思っていますし、今後ますます個人（あるいは家

以上の高齢者が若年者よりも優遇されている点を

族）の負担が増えていくことは否めないと思いま

指摘。高齢者優遇制度を速やかに見直し、所得に応

す。我が国は今後どのような対策を打ち出し、国民

じた適正な負担にするため、マイナンバーも活用

皆保険の維持を図っていくのでしょうか？

しつつ、高齢者の預貯金などの金融資産も勘定し

財務省は今年 4 月 27 日に開かれた財政制度等審

て、上限額を定める制度への移行を求めています。

議会・財政制度分科会で、当面の社会保障制度改革

75 歳以上の後期高齢者の窓口負担においても、

などの具体案を提示しました。

2019 年度以降、2 割負担に引き上げることを検討

◎今後 5 年は「高齢化による伸びの範囲」に抑制

すべきとしています。

・過去 3 年間の社会保障関係費の伸びが 1.5 兆円

高齢者の今後に多少の不安はあるものの、私た

（年平均 0.5 兆円）と「高齢化による伸び」相当の

ち国民の一人一人が、自らの健康に意識を高め、次

範囲内に収まっている。

世代に大きな負担を残さず希望ある未来につなげ

※今後の「5 年間も同様に高齢化による伸び相当の

ていけるよう、今後を考えていかなければならな

範囲内に抑制していくことが必要」

いと思っています。

「縦書」

幹事報告

小島幹事

頁・24 2570 地区「富士見市にホタルを！」とい

１. 日本事務局財団室より「寄付・認証ロータリー

う記事が載っております。これを読んでいて、狭山

クラブの手引き 2015-2016 年度版」の配信メ

の奥冨の弁天橋、文理小学校の所を 16 号と反対側

ールについて

に行き、坂を上っておりきった所の左側に弁天橋

２. RLI（ロータリー・リーダーシップ・研修）

があるのですが、そこの堀に毎年奥冨の地域の方

セミナーパートⅠ‣Ⅱ・Ⅲ・DL 養成コースのご

たちがホタルを育てて放されている所がございま

案内について

す。今年は行かなかったのですが、昨年、一昨年と

３．コーディネーターニュース ８月号
４．例会変更
５．回覧物

観に行きまして、6 月の初めに飼われていたホタル

入間 RC 所沢西 RC 所沢東 RC

を皆さん放すのですが、その時には本当にたくさ

入間南 RC

んのホタルがいて綺麗です。たまたま知っている

ハイライトよねやま

１８４

農家の倉庫へ行きましたら、綺麗な水を流して、金

委員会報告
R 情報・雑誌委員会

方がいたので、飼われている方の所を観るために
魚すくいのような水槽を 10 個並べてあり、そこで

宮野委員長

＜ロータリーの友７月号＞

冬の間ホタルをずっと飼っているとのことでした。
そしてその時期になると皆さんがホタルを放し、

年度の始めですので、例年のごとく、まず今年度

弁天橋の所でホタルを楽しむことができるという

RI 会長の紹介が横のページにあります。かいつま

ことになっておりますので、機会があったら是非

んで言うと、スリランカの方で、お名前がラビンド

一度観に行かれると良いと思います。驚いたこと

ランさん。仕事が印刷業で、スリランカの紅茶のテ

は、ホタルとは成虫ではなくても、幼虫のうちにす

ィーパックの印刷をなさって、非常に成功された

でに光を放っているということです。そのため、そ

方だということです。

の倉庫の中は本当に綺麗に光っておりました。

今年のテーマは「世界へのプレゼントになろう」

私も普段あまりロータリーの友を読まなかった

というもので、これは読んで頂ければ良いかと思

のですが、今回このようにお話をしなければなら

うのですが、横 p.19 にこの方が考えていることが

ないので読みましたところ、結構色々な良いこと

よく書かれていて、
「結局のところ、私たちの人生

が書いてありましたので、是非読んでみると良い

の価値は、どれほど得たかではなく、どれほど与え

と思います。

たかによって判断されるのです。」ということで、
「世界へのプレゼントになろう」、奉仕しなさいよ
ということを仰っているような感じが致します。

・・・・クラブ協議会・・・・
◆稲見クラブ研修リーダー

私は、一体どれだけ奉仕すれば、いったいいつ返っ

こんにちは。会長職の 1 年

てくるのかということを毎日思っておりますが、

間がようやく終わりまして、

なかなか返ってこないことが現実です。

今はほっとして毎晩飲み歩

「横書」

いております。ゆとりを持っ

頁・26 には、2570 地区の高柳育行ガバナーの紹
介が載っております。高柳さんには一度外来卓話

て酔えるということを最近
うれしく思っております。

もして頂いており、皆様よくご存知だと思います

今年は私、クラブ研修委員を仰せつかっており

が、昨年のケンタッキーフライドチキンのおじさ

ます、地区の第３G 研修委員が沼崎前ガバナー補

んから、今年は一休さんに変りましたねと私が高

佐ですので沼崎会員の指導の下に、入会年次の浅

柳さんにお話した所、大笑いをしておりました。一

い人たちへの「ロータリーとはどんなものか」とい

休さんのイメージで、とても頭の良い、すっきりし

うことを、私もわからないので教わりながらやっ

た人柄だという気がしております。

ていけたらと思っております。

そして私もう一つ、会員増強の副委員長を仰せ

心掛けたいと思います。見やすい活字、大き目な写

つかっております。私も 1 年間ずっと思っており

真を週報には極力載せていきたいと思います。ロ

ましたが、40 名いて 37 名となりました。減るの

ータリーに関係のない方が見ても、どのような活

は本当に早いのです。お隣の親クラブ、狭山クラブ

動をしている団体なのか、一目でわかるような紙

をみても、新狭山ロータリークラブを見ても、皆増

面にしていきたいと思います。

強にはいっておりません。減るのだけは早いもの

先ほど宮野会員がお話しました「ロータリーの

ですから、是非皆さん一人一人が増強というもの

友」、それと同様、ただ家に持って帰ってそのまま

を心掛けていくことが、重要なのではないかと思

で、置き去りにならないような週報を目指します

います。しかし増強も良いのですが質も重要なの

ので、ご協力宜しくお願い致します。

で、是非皆様良い方がいらっしゃったら増強を宜
しくお願い致します。

◆松浦プログラム委員長

クラブ研修の方も、皆さんに楽しくロータリー

皆さんこんにちは。今年

ライフを過ごして頂ければよいということで、ロ

度プログラム委員長を仰せ

ータリーを良く知ってもらうことに基本があるの

つかりました松浦です。宜

ではないかと思っております。私もこれからゆっ

しくお願い致します。なか

たりした気分で勉強していきたいと思いますので、

なか不慣れで不安も一杯な

どうか宜しくお願い致します。

のですが、江原会長の「友
情と相互信頼の絆」の方針に基づいて、各委員会

◆小林出席委員長

との連絡を密にし、楽しく一体感のあるプログラ

こんにちは。約 1 年で出席

ムにしていきたいと考えております。外来卓話

委員長ということなので、

等、皆様お知り合いの方がいらっしゃいました

少し戸惑っております。出

ら、是非ご協力を宜しくお願い致します。

席報告をすることが主な
仕事ではあると思います

◆高田職業分類委員

が、私委員長が一人でする

皆様こんにちは。

のではなく、各出席委員それぞれに出席報告をし

職業分類とは、もともとは

て頂きたいと思っておりますので、出席委員の方

小澤さんがもの凄く綿密に

は宜しくお願い致します。

作られたものです。それか

皆さんの御顔もそうですが、人柄等知り合うこ

ら今の職業に少しずつ変わ

とが出席率を高めることにつながると思います。

っていきますが、未充填が

今日の夜間に炉辺会もありますが、そうしたもの

いっぱいあり空きがあるのですが、これが全て一

にもなるべく出席して、皆さんと声を掛けあうと

杯になりますと 500 人位になってしまいます。た

いうことに努力してまいりたいと思います。宜し

だそれは職業分類委員会だけで行うのではなく、

くお願い致します。

増強委員会・委員さん等と一緒になってお願いし
ながら行うもので、それなりにやりたいと思いま

◆石川会報委員長
こんにちは。会報委員の

すが、年度計画書とは継続するものですから、三
行しか書いてありません。

本年度の会長を務めさせて

野口留雄さんが書いたものと、小幡先生が書い

頂く石川です。本年度の会

たものと、宮野さんの書いた物の良い所だけを全

報委員会は、週報と通じま

部三行にまとめて書いてみましたので、よく見て

して、会員どうしのコミュ

頂きたいと思います。分類は大事なものですの

ニティを図っていくように

で、宜しくお願い致します。

◆宮野ロータリー情報・雑誌委員長
従来のように、例会におい

る先生たちに合わせまして、そこの市場に持って
行きます。例えば紙だけが凄く強い人たちがくる

て興味深い記事を紹介する

市場、陶器、焼き物に凄く強い人たちがくる市場等、

のはもとより、そこから派生

色々な市場があるのですが、そこにその商品を合

する興味深いお話を少し出

わせて持って行って、皆さんに競りで買って頂く

来たらと思っておりまして、

という仕事をしております。今たまたま知り合い

今日も少し、弁天橋のホタル

の不動産屋さんが、長年住宅展示場で使っていた

の話等をしてみました。

家具、30 年近くためていたのでしょうか、100 坪

私以外に副委員長が小幡先生、委員が片山さん、清

くらいの倉庫にイタリア製の家具や有名な家具等

水さん、浜野さん、私より経験豊かな方がたくさん

が非常に多くあるので、それを整理している関係

いらっしゃるので、ここに書いてあるように、雑誌

で忙しくしており、なかなかロータリー活動に参

に書いてあることから、自分が経験したことや見

加できておらず、本当に申し訳なく思っておりま

たことがあったら是非皆さんにお話して頂ければ

す。

と、月に 1 回ずつ皆さんに順番にお願いできれば
と、今考えております。
少々自分の話をさせて頂きます。55 歳になりま

7 月中がその片付けの約束なので、8 月になれば
参加できるかと、雑誌委員会のほうももう少しき
ちんとした説明ができるかと思っております。

すが、生涯で一番忙しい日々を過ごしており、特に
7 月 31 日までがまさしく忙しいのです。何故かと

◆清水青少年奉仕委員長

言いますと、前から始めました骨董の仕事が非常

青少年奉仕活動を仰せ

に忙しくて、8 月 4 日に卓話があるのでそちらに

つかりました清水でござ

も取っておかなければいけないのですが、骨董屋

います。江原会長の奉仕

さんとは色々な種類がありまして、一つには本当

活動に対する取り組みに

に純粋に、お宝鑑定団にでるような目利きができ

則り、当クラブへの理解

る骨董屋さん、これは日本に何百人しかいないと

はまだまだでございます

思います。

けれども、しっかりと役

骨董市場とは各地でひそかに開催されておりま
して、この地区では所沢や、日高は車で通ると時々

目を果たしたいとおもっておりますので、ご指導
ご協力、宜しくお願い致します。

なんで田んぼの中にこんなに車が止まっているの

青少年を拝命致しましてから、会長の方針でイ

だろうという日があると思いますが、それは骨董

ンターアクトやローターアクト等聞いたのですが、

市を開催しているのです。後は秩父、川越等、色々

何のことかさっぱりわからず、ネットで一応聞か

な所で開催されておりますが、骨董屋さん同士の

せて頂き、少しは分ってまいりました。そんな調子

秘密でなかなか一般の方が入れないようになって

でほとんど何も分っておりませんが、頑張りたい

おります。そこの骨董市場で買ったものを、こっち

と思っておりますので、宜しくお願い致します。

の骨董市場に移すという骨董屋さんがおりまして、

今年度は柴田ロータリー財団委員長の頑張りをも

それをハタ士と言います。鑑定できる人、ハタの人、

ちまして、高等学校への支援も 1 校増えそうだと

今度は骨董市場に骨董を持ち込む、一般の人から

いうこと、またリトルリーグへの奉仕もできそう

出て来た骨董を持ち込む、これを産だし屋さんと

だということで、なんとなくおんぶにだっこのよ

言うのですが、大きく分けると 3 つ種類がござい

うな形になっておりますが、是非柴田会長はじめ、

まして、私はその中の産だし屋さんというものを

委員の皆様のお力を借りながら頑張っていきたい

やっております。産だし屋とは、一般のお客様から

と思っておりますので、宜しくお願い致します。

「このようなものがあるのだけれどいかがでしょ
うか」というものを頂いて、各骨董市場、そこに来

江原君

各委員長の皆様、本日のクラブ協議会宜
しくお願いします。

小島君

各委員長様、一年間よろしくお願い致し
ます。

稲見君 ２６年度、国土交通省関東地方整備局
局長表彰をいただきました。
浜野君

各委員長の皆様、一年間ご苦労様でござ
います、宜しくお願い致します。

※ 次の例会
８月 ４日(火)
会員卓話

第 2 副 SAA 宮岡君 守屋君
12：30～13：30
宮野会員
高田会員

8 月１１日（火）例会取り止め（₍定款６－１－C）
８月１８日（火）家族同伴夜間例会

点鐘６時半

於・喜代川

第 2 副 SAA 野口君 沼崎君
８月２５日（火）12：30～13：30
外来卓話 航空自衛隊 中部航空警戒管制団司令
兼入間基地司令 空将補 山本裕一様

