OSAKA-TEMMABASHI

三世代クラブ合同社会奉仕事業
９／１２（土）三世代クラブ合同社会奉
仕事業が大手前ＲＣさんをホストとし
て、大手前整肢学園の障害を持つ児童さ
ん４２名を神戸須磨海浜水族園への招待
という形で行われました。
整肢学園としても児童を学園外につれて
ゆく行事は初めての経験という事で、大
変感激感謝しておられました。当日は、
４２名の児童に対し介助係りとして５０
名強の職員、学生ボランティアの方々、
三ロータリークラブからも５０名強の
ロータリアンが介助のお手伝いとして参
加されました。
バス４台に車椅子を積み込んでの移動を
伴いましたが、水族園においては児童の
皆さんに大変喜んでもらいました。又整
肢学園の職員の方々にも日頃の学園内の
仕事を離れて水族園を楽しんでもらえた
ように思います。当クラブからは、山本
会長始め１９名のロータリアンと荒木会
員の奥様そして事務局大保さんの計２１
名の方々に参加お手伝い頂きました。皆
様ご協力ありがとう御座いました。この
奉仕事業の報告は、１０／２３（金）三
世代クラブ合同例会（移動例会）におい
てなされる予定です。

ROTARY Club Weekly Bulletin
第266 0地区 大阪天満橋ロータリークラブ 創 立 昭和42年(1967)11月4日
事務局 〒530530-0001 大阪市北区梅田1
大阪市北区梅田1丁目3
丁目3番1-1100号
1100号 大阪駅前第1
大阪駅前第1ﾋﾞル11
ﾋﾞル11階
11階
例 会 毎週木曜日 12時
12時30分
30分 ヒルトン大阪
ヒルトン大阪 ４F
会 長 山本 喬一
幹 事 中野 格
広報委員長 山村 朋史
事務局電話(06)6344-0120 FAX(06)6344-0126 ホテル電話(06)6347-7111
E-mail:temma-rc@temmabashirc.xsrv.jp http://temmabashirc.xsrv.jp

2015-2016年度RIテーマ

＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
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友情を深めるか
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基本的教育と識字率向上月間

アクトの日
「アクトの日」は、1984―85年度の、ア
ジア第1・3ゾーン（当時、日本のすべての
地区でこの2ゾーンが形成されていまし
た）ローターアクト地区代表者会議におい
て、ＲＡＣの全国統一事業を行うことを最
終目的とし、「各地区で同じ日、同じ時間
に何かをやろう」として設定されました。
これを受けて日本国内では、ＲＡＣのア
クトの「ク」と「ト」にちなんで、9月10日
を「アクトの日」としています。「アクト
の日」が平日の場合は、その日に近い日曜
日に移動して行います。活動開始時間も、
9時10分となっています。

社会奉仕委員会

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

次々週（１０月１日）のお知らせ
１）例 会

（2308回）

（2309回）

２）ソング 村 祭

２）国旗およびロータリー旗に礼

３）卓 話 ｢糖尿病とネアンデルタール｣

３）ソング 君が代・奉仕の理想

2011-12年度大阪御堂筋ＲＣ会長
医療法人

「米山で希望の花を咲かせよう」

宮武内科

宮武 明彦

４）卓 話 米山月間記念卓話

様

医療法人 志紀会
院長

木村 忠夫会員紹介

☆☆ ９月度の結婚記念日 ☆☆
中村 修

山分ネルソン祥興

様

米山奨学委員会

４）10
４）10月度定例理事会
10月度定例理事会

仲西 良浩

希咲クリニック

梅本 知秀

ガバナーから私の本年度目標にＲＩ会長賞の
獲得を紹介いただきました。私の記憶では、幹事
をした年度、副会長をさせて頂いた年度ともＲ

中野 格
（以上敬称略）

Ｉ会長賞を申請し受理されたと記憶していま

文部省唱歌「村祭（
村祭（むらまつり）」
むらまつり）」
文部省唱歌「

南 能 衛 作曲
作 詞 者 不 詳

おまつりび

ふえたいこ

（１）
村の鎮守の 神様の

まんさく

今日はめでたい 御祭日
ドンドンヒャララ ドンヒャララ
ドンドンヒャララ ドンヒャララ

ほうねん

おおまつり

朝から聞こえる 笛太鼓

とし

（２）

そうで

年も豊年 満作で

にぎわ

村は総出の 大 祭
ドンドンヒャララ ドンヒャララ
ドンドンヒャララ ドンヒャララ

み よ

むらまつり

夜まで賑う 宮の森

よる

おさ

（３）

あお

治まる御代に 神様の

こころ

めぐみ仰ぐや 村 祭
ドンドンヒャララ ドンヒャララ
ドンドンヒャララ ドンヒャララ

聞いても心が 勇み立つ

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

す。当クラブは各方面に奉仕活動を行っていま

皆様、こんにちは

を受賞できると考えます。ただ本年度からクラ

9月5日、今期の初めての家族会が京都嵐山で

ブの活動状況などをＲＩのウェブサイトに登録

開催されました。会員とご家族合計２８名のご

すると共に会員の半数以上がマイロータリーに

参加をいただきました。嵐山付近の散策、松籟荘

アカウント登録をする事が必要です。担当部署

での豆腐をメインとした食事、夕刻からは鵜飼

や推進者をきめて皆様に登録を順次お願いしま

い見物と私にとっては久しぶりに日本らしい風

すのでご協力をお願い申し上げます。

すので、会員増強さえ達成できればＲＩ会長賞

情を楽しむことができました。先週は雨の日が

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆

続いていましたが家族会当日は、貴重な晴れ間

①「ロータリーの友」英語版の案内が届いてお

の一日でした。これも一生懸命準備いただきま

ります。詳細につきましては掲示板をご覧く

した親睦活動委員会の皆様のおかげと感謝申し

ださい。

上げます。

②三世代クラブ合同例会（移動例会）のご案内を

先週の例会はガバナー訪問でした。皆様のご

本日お配りしております。出欠のご返事を必

協力でガバナーからも好評いただけたと思って

ず事務局までお願いいたします。なお、9月12

います。ご協力に感謝申し上げます。

日（土）の三世代クラブ合同社会奉仕事業に参

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

０名
２名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

58名
44名(54名)
25名
10名

加のご返事を頂いております方々は先日お配
りしております集合場所・時間にお集まり頂
きます様にお願いいたします。
③「2015－2016年度地区大会」出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
④次週例会終了後「10月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
ますので関係各位宜しくお願いいたします。
⑤次々週9月24日は定款により休会にさせて頂
きます。なお事務局もお休みさせて頂きます。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

23ヶ年在籍表彰自祝
中村 健輔
16ヶ年在籍表彰自祝
山村 朋史
14ヵ年在籍表彰自祝
梅本 知秀
11ヵ年在籍表彰自祝
永田 秀次
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝 中村 修
結婚記念日自祝
仲西 良浩
橋本先輩元気に復帰おめでとうございます。
早速お世話になりました。
山本 喬一
本日の小唄の会よろしくお願いします。
井戸 幹雄
月曜雨、火曜雨、水曜雨、木曜雨、金曜雨、土
曜秋の家族会当日快晴、日曜雨、会員御家族の
お陰で無事終えることができました。感謝！
永田 秀次
親睦活動委員会の皆様、家族会では大変お世話
になりありがとございました。
髙田先輩お世話になりました。 中野 格
嵐山食事もおいしかったです。親睦委員会の皆
様ありがとうございました。
中村 修
永田委員長、秋の家族会ご苦労様でした。写真
有り難うございました。
髙田 肇
平成27
平成27年
27年7月30日
30日

合計金

73,000円
73,000円

累計金

809,000円
809,000円

☆☆ 先週（8
先週（8 月 20 日）の卓話 ☆☆
「迫りくる医療危機」
医学部受験専門予備校ロゴス
黒木經孝 様
まず一つが、団塊の世代が全員75才以上になる

）内は会員総数を基準とした値

9月10日の出席率
81.48％
4週間前（8月20日）の
メークアップを含む出席率 92.16％
メークアップ実施会員
3名（欠席者7名)

のが2025年で、75才以上の人口は2179万人となり
全人口の18％を占める。しかし少子化の影響で、
人口は2005年から減少に転じ、2010年の１億2806
万人が2040年には１億728万人に減少する。一方、
65才以上の人口の割合は36.1％に激増し、団塊
ジュニアのリタイアで生産年齢人口が6000万人
に激減するということ。
第二の危機は、1961年スタートの国民皆保険と
2000年スタートの介護保険であり、目前に迫って
いる。2012年度の年齢階級別国民医療費をみる
と、75才以上が18兆5640億円（構成割合84.6％）で
人口１人当たり医療費としては、89万2100円であ
る。これに比して65才未満は、17兆1257億円（構
成割合43.7％）で人口１人当たりの医療費は17万
7100円である。この様に高齢者の人口の増加は医
療費の増加を招いていることがわかる。
しかも高
齢化の舞台は地方から都市部へと移動している。
2010年から2025年の15年間の75才以上の高齢者増
加幅は、埼玉県が2.00倍、千葉県が1.92倍、神奈
川県が1.87倍、
大阪府が1.81倍、
愛知県が1.72倍と
なり東京では４人に１人が65才以上になるとみ
られる。都市部の多死時代が到来することにな
る。日本では１年間で死亡する人の数は、現在120
万人を超える状況で、内訳は医療機関での死亡が
80％、自宅あるいは介護施設での死亡が20％と推
測さfれている。2030年頃の年間死亡者数は160万
人を越え、約47万人の死に場所がない。
第３の問題は、歳入の半分は借金に依存、社会
保険費は膨張。消費税を伴う「社会保障・税一体
改革」
の切迫度である。
①社会保障の分野として・
年金 ・医療 ・福祉 ・その他（介護・少子化
対策など）②これらの給付額の総額は、1970年度
に3.5兆円だったのに対し2014年度では115.2兆円
（予算ベース）で30倍のベースである。③対国民
所得費では、
1970年度の5.8％に対し2012年度には
31.3％に増加している。④政府は今が国民所得の
3分の１を社会保障に充てなければならない状況
である。
第４の問題は、国の歳出面からみると、1990年
度の歳出総額69.3兆円のうち社会保障費は11.5
兆円（16.6％）、2012年には歳出総額90.3兆円のう
ち社会保障費が26.4兆円（29.9％）となる。そし
て、一般歳出が51.2兆円を占める割合は51.5％で

す。今や政府に割り当てられる支出の半分以上が
社会保障費なのです。医療費の財源は保険料、公
費、事故負担の３つですが、このうち公費の占め
る割合は４割にも上がります。もはや、社会保障
費が国庫を圧迫していることは明らかです。バブ
ル経済の崩壊後、税収は掲記低迷で減り続けてい
ます。
この危機は乗り越えられるのか？
秋の家族会
９月５日（土）久しぶりの素晴らしい秋晴れの
中、会員、ご家族総数２８名で嵯峨・嵐山に行っ
て来ました。行きのバス内では漢字ビンゴ等の
ゲームを楽しみ、嵯峨の街並みを自由散策の後
かっての近衛文麿公の別邸「松籟庵」の豆腐懐石
に舌鼓し、千年の昔から行われている嵐山の鵜
飼、かがり火が川面に揺れる幽玄の世界を楽し
み、和やかな雰囲気の中、楽しい一日を過ごすこ
とができました。ご参加いただきました会員、ご
家族の皆様に感謝申し上げます。
親睦活動委員会

ました。勝見テーブルマスター進行のもと、山本
会長のご挨拶をいただいた後、南川パスト会長
による乾杯の発声により宴はにぎやかにはじま
りました。宴半ばを過ぎたころから、各会員に近
況報告を披露いただき、特にベテラン会員の皆
様からの、若手会員への貴重な体験談を交えて
の助言等を聞かせていただき、実り多き時間を
すごすことが出来ました。おいしい中華料理と
お酒をいただく中、あっという間に定刻となり、
溝手副会長による中締めを頂き、お開きとなり
ました。ご参加いただいた皆様、ありがとうござ
いました。

☆☆ 新入会員紹介
新入会員紹介 ☆☆
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氏
名 宮里 修一
誕
生 昭和45年1月11日
職業分類 経営コンサルタント
事 業 所 スマートプランニング㈱
所 在 地 〒530-0015
大阪市北区中崎西2-2-1
東梅田八千代ビル5Ｆ
06-6367-2255
06—6367-2256
ゼネラルマネージャー
山本 喬一・中野 格
平成27年9月17日

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

７・８テーブル情報集会
９月３日（木）１８時よりＮｏ．７・８テーブ
ル合同の情報集会がヒルトン大阪の３階にあり
ます、 中国料理「王朝」において行われました。
山本会長をはじめ会員１２名の参加とあいなり

秋刀魚の香草風味焼き、雑穀入りライスサラ
ダ、バルサミックヴィネグレット
チキンのバロティーヌ、ウィーン風、茸とポ
テトのソテーとシェリー酒風味の
カフェオレソース
紫芋のモンブラン、ヨーグルトアイスクリー
ム添え
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター

