
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［第 3 グループ内の例会日］ 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 3 グループ内の例会日］ 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 1240 回 ( 1 月 7 日) 例会の記録 
 

点  鐘  東美栄会長 

合  唱  国歌斉唱・奉仕の理想 

第２副ＳＡＡ  寶積会員 稲見会員 
 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

27名 27名 100％ - 

 

 

 

 

 

東 美栄 会長 

                   

 

 

「平均寿命と 

介護時代」 
 

 

 

令和初のお正月です。令和元年は 5月 1日に始まっ

たため今年（2020年）のお正月が令和初となります。

今日 1月 7日というのは「昭和天皇崩御の日」です。

31年前の今日、昭和は終わりました。私は戦後の生

まれですが昭和には戦争のイメージがありました。 

ところで敗戦の年、昭和 20年（1945年）の日本人の

平均寿命が何歳だったかご存知でしょうか。男性 23.9

歳。女性37.5歳。（調査によっては男性23.5歳。女性

32.0 歳というデータもあります） 直接の死因が「戦死」

でなくても、栄養失調や医薬品の不足で多くの人が

命を奪われました。いずれにしても戦争がもたらす大

量死が平均寿命を引き下げたのは明らかです。 

あれから 75年。時代は昭和、平成、令和と移り、最新

の日本人の平均寿命は（東日本大震災のあった 2011

年を除けば）男女ともに更新を続け過去最高を記録。

男性 81.25歳、女性 87.32歳。ともに 80歳を超えてい

ます。寿命が延びる一方で高齢化の副産物ともいえ

る「介護」が社会問題となりました。長らく高齢者の介

護は家庭の中で、家族(特に息子の嫁)によって支え

られてきました。寿命がさほど長くなかった時代は介

護の期間も今ほどは長くありませんでした。太古より長

寿は人類の夢でした。しかし寿命が延びても健康寿

命が伴っていなければ、介護が必要な期間が伸びる

ことを意味します。食事の世話、入浴の世話、排泄の

世話。一見、育児と似ています。しかし育児と介護は

明らかに異なります。子供はどんどん成長し徐々に手

がかからなくなりますが、高齢者の介護は重くなること

はあっても軽くなることはありません。しかもいつまで

続くのか見通しが立ちにくいのです。女性の社会進

出が進んだことで専業主婦も激減しました。もはや家

族だけでの介護は限界となりました。 

 

介護の社会化をめざすべく 2000年 4月に「介護保険

制度」が始まりました。今から 20年前です。自宅への

「訪問型サービス」、デイサービスの利用などの「通所

型サービス」、ショートステイと呼ばれる「短期滞在型

サービス」、特別養護老人ホームなど施設に入居する

「施設サービス」などが介護認定審査会によって認定

された要支援 1・2、要介護１・2・3・4・5に各々設けら

れた上限金額内であれば原則本人負担１割（所得に

より２割）でサービスを現物支給されます。しかし介護

保険は医療保険と違って部分保険のため、どうしても

保険でカバーされない部分が生じます。経済的余裕

があれば高額な費用を払って家政婦や看護師を雇う

ことも可能でしょう。しかし困難な場合は「掃除、洗濯、

買い物、調理の代行」といった生活援助。「食事、入

浴、排泄の介助」といった身体介護を「家事の延長」と

 
 

週 報 
2019～2020年度  ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 

ＲＩのテーマ 『ロータリーは世界をつなぐ』 
地区のテーマ 『未来へつなぐ 変える』ガバナー 鈴木秀憲 

 

 

〔例会場〕狭山東武サロン〒350-1305 狭山市入間川 3-6-14 TEL 04-2954-2511 

〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX 04-2952-2366 

          HP： https://www.schuohrc.org E-mail： schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 

 会長 東 美栄    会長ｴﾚｸﾄ 柴田 譲    副会長 佐々木康    幹事 菊田邦彦 

 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 

会長の時間 



して、昔も今も家族が担うことになります。 

 

「延びた寿命、長期化する介護」。確かに問題です。

でも本当の問題はそこではないようです。日本が直面

している本当の危機。それは「少子化」です。「いびつ

な人口ピラミッド」はみなさんも見覚えがあるでしょう。

寿命が延びたから高齢者が増えたのではありません。

総人口に占める高齢者の割合が増したのです。ここ

から先の話はまた別の機会に譲ります。 

 

終戦後の焼け野原から今日の日本の礎を築き上げた

人々。それは紛れもなく、今は「高齢者」と呼ばれてい

る方々なのです。令和という時代が誰にとっても幸せ

な時代となりますように。 

    
   

 

 

 

< 佐々木康 副会長 > 

狭山ヶ丘病院 医師 守屋朝夫 様 

 

 

 

 < 菊田邦彦 幹事 > 

・歳末たすけあい募金運動協力のお願い 

 500円×27名＝13,500円 

・3月 11日(水)「地区大会記念チャリティーゴル 

 フコンペ」開催及び参加者募集のお知らせ 

・１月 27日(月)「狭山市内 2RC新春合同例会」の 

 お知らせ及び出欠確認 

・受贈会報  所沢中央ＲＣ 所沢西ＲＣ 

      飯能ＲＣ 

・回  覧 ロータリーの友事務所より報告書 

      ハイライトよねやま 237号更新 

      所沢西ＲＣ例会変更 

      所沢ＲＣ   〃 

      所沢中央ＲＣ 〃 

 

 

 
・親睦活動委員会       < 渡邉髙治 委員長 > 
  1月記念日のお祝い 

  会員誕生    石川君   東君 

夫人夫君誕生  清水(幸)君 柴田君 

        佐々木君  栗原(憲)君 

結婚記念    寶積君   吉松君 

  卓 話 
狭山ヶ丘病院 医師 守屋朝夫様 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年最初の例会は恒例となった「行雲亭朝呂里 

新春落語」で幕開けです。 

今回は古典落語の「宗論」と「徂徠豆腐」を披露

していただきました。 

 

 
 

宗論  

宗論はどちらが負けても釈迦の恥・・・ 

 

徂徠豆腐 

とうふ屋の情けは人のためならず・・・ 
（絵本にもなっている有名な古典落語です） 

 

 

幹事報告 

委員会報告 

本日のお客様紹介  
演目 

宗       論 

徂 徠 豆 腐 



 
 

 
 

 
 
会員一同、初笑いを楽しみました。今から来年の落語が待

ち遠しいです。 

行雲亭朝呂里様、本日はお忙しい中お越し頂き、ありがと

うございました。 

今年も良い年になりそうです！ 

 

 

 

 

東君   令和初のお正月、おめでとうございま

す。新年が来ると誕生日が来ます。会

員誕生をありがとうございます。チョ

ロリ先生、講談楽しみにしています‼ 

菊田君  新年明けましておめでとうございます。

行雲亭朝呂里様、たのしいお話しいつ

もありがとうございます。 

江原君  令和になって初の新年を迎え、そして

初の例会ですね。皆様、本年も何卒宜

しく御願い申し上げます。また、本日

は狭山ヶ丘病院守屋昭夫先生の御子息、

守屋朝夫先生、芸名行雲亭朝呂里様の

落語を御披露いただけますことを大変

楽しみにしておりました。宜しくお願

い致します。 

浜野君  明けましておめでとうございます。恒

例の行雲亭朝呂里様の落語を楽しみに

来ました。本年も宜しくお願い致しま

す。 

寶積君  Olympic Year あけましておめでとう

ございます。本日は守屋先生、卓話た

のしみにしております。 

小林君  朝呂里先生、毎年ありがとう存じます。

“初笑い”はこの会場で。次期会長柴

田さん、どうかよろしくお願い致しま

す。 

小島君  新年明けましておめでとうございます。

恒例となりました行雲亭朝呂里様、楽

しみにしておりました。宜しくお願い

致します。 

栗原(憲)君妻の誕生祝いありがとうございました。 

栗原(成)君新年おめでとございます。新しい年が

皆様に、そしてロータリークラブにも

幸多かれとお祈りします。 

益子君  明けましておめでとうございます。本

年もよろしくお願いいたします。本日

の新春寄席、行雲亭朝呂里様、楽しみ

にしておりました。宜しくお願いしま

す。 

宮岡君  明けましてお目出とうございます。75

才、いよいよ今年後期高齢者の仲間入

りとなります。ご迷惑をかけない様に

頑張りますのでよろしくお願い致しま

す。 

守屋君  オメデトウゴザイマス。いつもゴメイ

ワクをかけております。ふつつか者で

すが今年もよろしく。 

沼﨑君  今年もよろしくお願いします。 

小幡君  新年おめでとうございます。全ての会

員の健康と御多幸をお祈りします。 

奥富君  今年もよろしくお願いします。本日の



卓話、守屋朝夫様宜しくお願いします。 

佐々木君 妻の誕生日のお祝い、ありがとうござ

います。 

佐々木君 狭山ヶ丘病院医師守屋朝夫様、本日は

ようこそ当クラブへおいでくださいま

した。本日の落語楽しみにしておりま

した。 

柴田君  新年明けましておめでとうございます。 

柴田君  1月 4日生まれの妻幸子とつれだって

49年目になります。良くも悪くもよく

続きました。 

清水(武)君明けましておめでとうございます。本

年もよろしくお願いします。 

清水(幸)君妻の誕生祝いありがとうございます。

73才になりすっかりおばあさんになり

ました。 

田端君  明けましておめでとうございます。本

日の新春寄席、行雲亭朝呂里様、楽し

みにしておりました。そして、本年も

どうぞご指導宜しくお願い申し上げま

す。 

高田君  守屋朝夫先生、今日はありがとうござ

います。１年間「思い出し笑い」がで

きるようによろしくお願いします。 

渡邉君  狭山ヶ丘病院守屋朝夫様、寄席を楽し

みにしておりました。本日は宜しくお

願い致します。 

 

 

 

 

・2月、3月のプログラムについて 

・佐々谷悦子様入会について 

・ひまわり倶楽部賛助会員について 

・東美栄会員 地区「2020-21年度 R米山記念奨学 

 委員会学友委員会委員」委嘱について 

・地区「2020-21年度会員増強委員会委員」選出 

 について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.12.10(火)会長エレクト推薦員会 
（於：喜代川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会長エレクトに柴田譲会員が推薦され、 

12 月 17 日(火）の臨時理事会で承認、 

同日の夜間例会で会員に承認されました。 

 

 
東会長・菊田幹事 

2019.12.23(月)新狭山ＲＣ忘年会に参加 
(於：幸すし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 中央は例会場「幸すし」会長の中島威様（川越 RC 会員） 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 
 

定例理事会（例会終了後） 

1月 28日（火）  例会臨時変更  

         27日(月)市内 2RC新春合同例会に変更 

           場所 アズグレイス 

           時間 18：00  

 

2月 4日（火）  第 2 副 SAA： 栗原(憲)会員 栗原(成)会員 

            クラブ協議会 

◆ 次の例会 ◆ 

 


