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点鐘

会場 なごみ

〔会長挨拶〕倉持政宏会長
皆さんこんばんは。まずもって今月誕生日をお迎えの皆様、私を含めておめでと
うございます。毎回同じ話になりますが、プレゼントは奥様にお渡しください。
さて、先日、久喜市選出の埼玉県議会議員であられた樋口様が亡くなりました。
ご冥福をお祈りします。
ところで、前回の例会で代莉さんから花文字の話がありましたが、代さんは花文
字の先生をお呼びして、日本の子供たちに中国伝統芸術である花文字の魅力を届け
たいと言う趣旨でお話をしてくださいました。先生をお呼びする費用に充てるための寄付が必要です。
そして寄付の額で先日見せていただいた葉書や扇子などがいただけるそうです。日中交流のためにも皆
さん是非ご協力していただきたいと思いますが如何でしょうか？
話が長くなりましたが、本日は夜間例会ですので日中交流の推進にご協力をお願いして、会長挨拶と
させていただきます。
〔お客様紹介〕中山登司男副会長
米山奨学生 代 莉（ダイ リ）様 中国 山西省 埼玉大学社会科学修士課程 専攻 国際 日本アジア

ご挨拶：会長さんのご紹介誠にありがとうございます。
花文字は 2,000 年前中国で生まれた伝統芸術です。中国
に行き、中華街に行ったら花文字が見られますけど、そ
れは一部の人に限られています。私はより多くの方々に
花文字の魅力を伝えたいです。特に子どもの頃にお祭で
花文字の製作を見て、思わず見入ってしまい、気が付くと２時間が経過してい
た経験があります。自分の子ども頃の感動を多くの子どもに味わってもらいた
い、良いものを多くの人に知ってもらいたいです！横浜中華街に行かなくても
花文字を見てもらいたいです。昨年学園祭に出店して、学園祭に参加する家族
や子どもが多いことがわかりました。ですので、花文字を子どもや若者に知っ
てもらうには、学園祭はすごくいいチャンスと思います。埼玉大学学園祭に花
文字師を招待し、製作の過程を公開するプロジェクトを実施したいですので、
皆様のお力を貸して頂きたいのです。どうぞよろしくお願い致します。
〔誕生祝〕9 月生まれの皆様
9 月 1 日 倉持政宏会員
9 月 3 日 桐ケ谷正夫会員
9 月 4 日 蓮実利勝会員
9 月 28 日 林 明会員

～スピーチ～
倉持政宏会員：本日は誕生日のお祝いありがとうございます。9 月の第一例会も、家内との婚約も
9 月の１日でした。この日は毎回私の節目となっています。今後ともよろしくお願いします。
蓮実利勝会員：誕生祝いありがとうございます。78 歳になりましたが、昨日、今日、連日ゴルフ（準
優勝）
。これからも体力気力を維持し頑張っていきますのでよろしくお願い致します。
先日、9 月 7 日 母が 103 歳で亡くなりました。通夜葬儀に際しまして、大変お世話様になり有
難うございました。御礼申し上げます。
林 明 会員：誕生祝い有難う御座いました。
やっとこの年になり時間の余裕が出来、30 年来の仕事の友達と若い時からの夢であったクルージ
ングを先週に北欧 7 か国、ロシア、スウェーデン、エストニア等楽しんで来ました。初回はアジ
アンクルーズ、2 年目は地中海、3 年目はエーゲ海、４年目はアメリカ、マイアミよりカリブ海、
今までのクルージングで地中海クルーズでサントリー二島の 2 連拍で一番美しいとされている夕
景を見て感動致しました。これからも時間の許す限りクルージングを楽しみたいと思います。
〔幹事報告〕天野正幸 幹事
＊10 月レート：１ドル 102 円（現行）
＊「ロータリアンとインターアクト顧問教師」懇親の集い
11 月 26 日（土）18：00～20：30 武蔵野ホテルブリランテ ２階
＊10 月例会案内：
6 日（木）→移動例会 桧家住宅本社 久喜駅前桧家ビル６階 12：00 食事
12：30～例会「水の力で発砲する断熱材アクアフォーム」について 例会終了後
13 日（木）→通常例会 12：00～食事（随時）12：30 開会点鐘

理事役員会

三高サロン

卓話 久喜警察署防災課
13 日（木） 第 7 グループ親睦ゴルフ大会 猿島カントリークラブ （ホスト幸手 RC）
20 日（木）→振替 15 日（土） 野辺地 RC 歓迎夜間例会

18：00～ ホテル久喜

10 月誕生祝：田口博康・鈴木弘道・尾崎敏彦
送迎バス：菖蒲あやめ会館前 17：00

久喜 au 前 17：30

＊二次会（親睦活動委員会 参加費 一人 3,000 円）
16 日（日）久喜市民まつり パレード 久喜中学校 8：45 集合
テント内＝例年通り 募金活動（ポリオ・東日本復興支援）活動報告写真展示
野辺地 RC ホタテ焼き・特産品 PR 販売
27 日（木）→振替 26 日（水）幸手 RC 合同例会 ホテルグリーンコア 18：00 受付 18：30 開会
〔スマイル報告〕新井 博 SAA
☆誕生日プレゼントありがとうございます：倉持政宏・林 明
☆

〃

母の葬儀に際しましてありがとうございました：蓮実利勝

☆いつもありがとうございます：山中和子 ☆本日もよろしく：松崎 宏・伴 光治
（敬称略・順不同）

本日の合計
累

〔出席報告〕 出席委員会 飯島誉夫委員長
点鐘

計
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～懇 親

会～

倉持年度第 1 回親睦ゴルフ大会

皆川城 CC

優勝 ・ 会長賞

高橋 徳雄

6位

尾崎 敏彦

準優勝

蓮実 利勝

7 位 ・ 幹事賞

野口 はやみ

3位

島先 良衛

8位

大塚 勉

飯島 誉夫

9位

鈴木 弘道

平澤 道男

10 位

天野 正幸

4位
5位

べスグロ

9 月 15 日（木） 卓話 高木 学 会員 「超高齢者社会における医療・介護のお話し」
2025 年
（平成 37 年）には、

今後、さらに増え続けることが予想される国民

団塊の世代の人々すべてが

総医療費への対策は必要である。しかし超高齢者

７５歳以上の後期高齢者と

社会も永遠に続く訳ではなく、団塊の世代を過ぎ

なる超高齢化社会をむかえ

れば後期高齢者数は減少してくるので、その間を

る。久喜市においては平成

乗り切るための短期～中期的な対応で良いと思

27 年が後期高齢者数約１

われる。まずは国の一般会計歳出予算を出来るだ

万６千人であったが平成 37 年には２万６千人(推

け工面して医療・福祉の社会保障に回して頂くこ

定)と約１万人増えると予想されている。一方、

とを望む。また一人あたりの医療単価も切り下げ

2012 年における国民一人あたりの年間医療費は

なければならない。その為に国は①お金の掛かる

65～70 歳で 54.1 万円、75～80 歳で 76.8 万円と

入院治療を減らし、在宅医療に切り替える、②個

高齢になる程医療費が上がっている。単純に計算

人の窓口負担を増やす、③治療費の月額に上限を

すると、後期高齢者が 1 万人増えることにより久

設ける等を検討しているようである。これらの内

喜市だけで年間約 31 億円の医療費が増えること

容が明らかとなるのは、平成 30 年の医療・介護

になり、このままでは経済破綻の危険性も予想さ

診療報酬同時改正と思われる。

れる。

この様な状況のなかで今私達が気になってい

平成 27 年度の国の一般会計予算の歳出総額は

るのが、最近になって超高額薬剤が保険適応にな

96 兆円である。このうち社会保障予算は 31 兆 5

っていることである。3 か月間で 460 万円掛かる

千億円で、その内訳は年金 11 兆 2 千億円、医療

C 型肝炎の薬や、1 年間で 2600 万円になる抗が

11 兆 4 千億円、介護 2 兆 7 千億円、福祉 6 兆円

ん剤が保険で治療出来るようになっている。これ

である。また平成 25 年度の国民総医療費は約 40

らの薬だけで年間 2 兆円以上の医療費が増えてし

兆円で、内訳は国の一般会計から約 10 兆円、地

まい、その分もその他の医療費から削られるよう

方自治体から約 5 兆円、皆さんが払っている保険

になってしまう。この様に高度医療優先の診療報

料から約 20 兆円、診察時に払う窓口負担から約 5

酬になってしまうと、高齢者や低所得者が冷遇さ

兆円となっている。

れてしまうのではないか、その点が大いに心配さ
れるところである。
医療保険制度は皆さんの為の制度であり、その
費用の 65%は皆さんが払っている保険料や窓口
負担金で運営されておりますので、皆さんは国の
制度改訂に大いに関心を持って頂き、意見を述べ
て頂きたいと思います。

