第２８０９回例会 逗子ロータリークラブ
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2020-21 年度 №15 2020 年 11 月 5 日
例会場：「カンティーナ」逗子市新宿 1-3-15
例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30
会長：匂坂祐二

幹事：森澤義一

第 2８０9 回
12:30

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

S.A.A

点鐘

匂坂会長

出席者：2４名

ゲスト・ビジターの紹介
幹事報告：来信・告示事項
出席報告
ニコニコ BOX 発表
卓話・プログラム
ロータリー財団月間卓話
財団補助金委員長

閉会宣言

S.A.A

点鐘

匂坂会長

予
11 月 5 日（木）

11 月 26 日（木）
12 月 3 日（木）

本日は、社会・国際奉仕フォーラムです。フ

12:30

卓話:早稲田大学教授 深川由紀子氏

三宅譲

ォーラムの前半は、医療法人社団景翠会、専

財団補助金委員長

務理事の宇夫方様をお招きして、高齢者福祉
と介護事業等の現状についてお話をして頂き

「日韓関係再考経済と文化の距離を

ます。さて、ご承知の通り、逗子市も高齢化が

どう考えるか」ZOOM 卓話

進んでいて、現在の高齢化率は、31.4％位です。市内に

逗子・葉山 RC 合同例会

は、老人ホームや介護施設が増えてきました。少子高齢化

卓話:日蓮宗権大講師 鈴木照玉様

に伴い、人口減少が進んでいます。逗子市でも人口減少し

18:30
12:30

「スピリチュアルな世界」ズーム卓話

ていますが予測推移より進んでいません。令和元年度は、

12:30

人口の自然増減では、出生が 343 人、死亡が 664 人で

年次総会

役員・クラブ管理運

上半期報告 下半期計画
12:30

１２月 10 日(木)

12 月 17 日(木)

定

卓話：ロータリー財団

11 月 19 日（木）

61.70％

匂坂会長の時間

12:30

11 月 12 日（木）

前回修正後

幹事報告 週報：横須賀北 RC
開催案内：・11/12（木）会長幹事会 於：カンティーナ
ホストは逗子 RC。例会から皆様参加の予定。
例会変更：・鎌倉中央 RC より、11/2（月）Zoom 例会
11/16（月）ガバナー訪問（銀座アスターにて）
その他：地区大会の長寿会員として船津孝次郎会員と鈴木久
彌会員が表彰されました。記念品が贈られて参りま
したが欠席の為、後日お渡し致します。

委員会報告

13:30

53.33％

メークアップ：地区委員会

会長の時間

三宅譲

Website: http://www.zushi-rc.com/

出席報告：会員数 48 名（出席免除 3 名）

ロータリーソング斉唱

13:00

TEL＆FAX：046-873-0226

2808 回 例会記録 2020 年 10 月 29 日

例会プログラム

開会宣言

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

発表

マイナス 321 人でした。しかし社会増減では、転入者が

奉仕プロジェクト・広報・会員増

2579 人、転出者が 2264 人で 315 人増加しています。

強・R 財団関係

しかし、自然増減と合わせると 6 人の減少となっていま

上半期報告 下半期計画 発表

す。
また、転入者の世代ですが、25 才から 41 才が約 47％
となっています。ここ近年では、子育て世代が増加傾向に

忘年会予定

あります。どこからの転入者が多いかといいますと、1 位
横須賀市、２位鎌倉市、３位葉山町、４位に世田谷区です。
財団ニコニコ： 横瀬
山本、森澤、

＄20
各＄10

東京からの転入が増加傾向になっています。また、転入が
多い地域は、第 1 位「久木８丁目」2 位「小坪１丁目」続
いて「池子２丁目」
「沼間３丁目」になっています。少子高

米山ニコニコ： 山本

5,000 円

齢化社会の中で、われわれ逗子ロータリークラブも今後の

森澤

1,000 円

社会奉仕活動をどのように考えるか、本日のフォーラムを
通して皆さん考えていただければと思います。

テーブルごとの話合い・意見発表
議題―逗子における高齢化社会の到来に、逗子 RC
そして会員としてこの街に出来ること―
【景翠会

金沢病院グループの概要と介護事業】

1968 年金沢病院として開業して 52 年。介護
事業所が閉鎖などにより少なくなっている逗
子市で、しっかりとした介護・医療事業をしよ

酬、仕事のキツさ等々。アジア・モンゴル・ベトナム・
ミャンマー・ネパール等から若い人を日本へ招聘して
介護士の資格を取ってもらい日本で働いてもらう。
★インターアクト・ローターアクトの有志が元気老人

うと企画。
【新型コロナウィルス
こと】

★介護士になる方が日本ではなかなかいない。安い報

クラスタ―発生に学ぶ

感染は入居者 8 名、職員 10 名の計 18 名で、発症は

の為に RC 会員と外に出て、シルバーアクト活動に役
立ってもらうのはどうか。

8/2、収束は 8/31。後遺症が終わった時が終息と考えている。

★家族に迷惑を掛けたくない!!

①勉強になった事：情報が日々変わっていく中で正しい情報をい

決める。長く生きたいが寿命は天にお任せします。

かに共有し、どう発信するか。

★景翠さんの取り組みは素晴らしいが、逗子のグルー

②職員体制：10 名が自宅待機となり、県の社協から派遣しても

プホームに葉山町民が入れないなど介護制度自体に

らって大変助かった。

柔軟性が欠けている。

③介護保険制度の壁：感染した入居者が治療、療養、リハビリの

★ロータリー会員として財政的にできることはない

後、施設に戻るときの対応が難しい。

が、皆で勉強して意識を高めることが重要。

【超高齢化社会と人口減少に向かう日本と介護】

★自分が健康でいることが一番の社会への貢献。

超高齢社会が目前に迫っている―2025 年問題…団塊の世代
が後期高齢者（75 歳）となる。

★介護施設に出来るだけ入所しないよう健康維持に
務める。

①団塊の世代：都市部に居住。神奈川県は 60 万人⇒147 万人

自分の人生は自分で

（担当：清水

惠子）

②核家族化⇒独居または老老世帯のどちらも 2 倍に増加。
③高齢化白書では 75 歳以上の要支援・要介護発生率は 32.5％。
【急激に増加する高齢者をどうやって支えるのか？】
①施設には依存出来ない。大都市圏には施設建設の土地がなく建
設費用が高く相当な財力が必要。
②介護保険財政危機
都道府県：12.5％
護保険料

介護保険の財政構成（負担）
市町村：12.5％

施設サービス約 27 万円

③人手 不足

保険料：50％

国：25％
月間の介

居宅サービス約 10 万円

人口 減少に よ る逗子 市の高 齢化 率は 31.74 ％

2045 年の人口減少率は-21.2％

10 月 6 日、ひ孫
の 3 歳の誕生日
に、新しく出来た
みなとみらいのベ
イコートホテルに
一泊で行ってきま
した。（山本会員）

年齢別人口の推移の内訳は、

人口が減っても高齢者の割合が減らない。
【その先の 2040 年問題】
①急激な人口減少
支える

②肩車現象-現役世代 1.5 人で高齢者 1 人を

③高齢世代の高齢化 ④貧困高齢者の増

2025 年問題を乗り越えるために推進している「地域包括ケアシ
ステム」だが、2040 年問題はどのように乗り越えるのか…
このケアシステムにより金沢病院グループが地域の病院・介護施
設と力を合わせて地域を支えることが出来ればと願っている。

（

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥３５,０００
累計 ￥６５５,０００
０００
匂坂君、森澤君、湊屋君、矢部（房）君、藤吉君…宇夫方様、本
桐田君…マスク忘れ横瀬さんありがとうございます。
日は宜しくお願いします。
山本君…コロナコロナで今年もあと 2 ヶ月になりましたネ!!
鈴木（安）君…福嶋さん偲ぶ会、盛大に終わりありがとうござ
いました。
山科君…福嶋さんの偲ぶ会良かったですね。
山口君…本日もよろしく。
橘（武）君…コロナ情報としてイベント人数の緩和にともない、
明日から横浜スタジアムで満員人数のテストが始まります。
松井君、服部君…国際奉仕フォーラム宜しくお願いします。

菊池君、横瀬君…景翠会宇夫方様、西久保様、ようこそ卓話宜
しくお願いします。
大野君…社会・国際フォーラムご担当者様本日はよろしくお願
い致します。
岩堀君…10 月で古希になりました。過去を振り返り、反省！
清水（惠）さん…国際フォーラム宜しく。13 夜月が綺麗です。
横山君…愛娘、二十歳の誕生日です。ニコニコ奮発します。
徳永君…フォーラム楽しみにしていました。
古畑君…暗くなるのが早くなりましたね。

