
  
 

 

 

 

 

2021-22 年度   会長：服部城太郎  幹事：鈴木弘毅 
事務所：逗子市桜山 6-3-29  TEL＆FAX：046-873-0226     E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp   

例会場：「カンティーナ」 逗子市新宿 1-3-15 TEL：046-870-6440  Website: http://www.zushi-rc.com/  

例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30 第 3 木曜日 18:30 第 5 木曜日 18:00 

 

 

 

 ＜新たな核時代か、新冷戦か？＞ 

                                                       

    

         

   

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

みなさま、久々の夜例会となりま

した。まん延防止は解除されました

が、コロナ感染者数はまだ高止まり

しており、逆に増加している日もあ

ります。引き続きお体ご自愛下さい。 

さて、ロシアのペスコフ大統領報道

官は、「国家存続の脅威になれば、核兵器を使用するこ

とがありえる」とコメントしました。実際には、ロシア

国家というよりもプーチン政権が危うくなれば、核兵器

を使う可能性があり、極めて危険な状況だと思います。 

ロシアには 15 分以内に発射可能となる弾道ミサイル

が 160 基もあるそうです。いざという時には、米国は

嫌でもロシアと対話しなければならないにもかかわらず、

バイデン大統領はプーチン政権を打倒すべきと宣戦布告

のような演説をして、その後、火消しに躍起になってい

ます。気持ちは分かりますが、外交交渉上は不用意で、

プーチンの感情を逆なでする危険な行為。もし、本当に

プーチンの精神状態が異常なら、核ミサイルを撃ち込ま

れる可能性もあります。まさに、新たな核時代の到来と

いえます。 

ただ、一方で、プーチン大統領は正気とも言われてい

ます。ウクライナ侵攻でこれほど多くの民間人を殺害し

ている異常な状況であっても、今年 11 月に開催予定の

G20 に出席予定とか、6 年後のサッカー欧州選手権の

開催地としてロシアが立候補するなどと発表されていま

す。実際にプーチン大統領自身は、まだ世界では孤立し

ていないと考えている節があります。 

国連で、ロシアに対しウクライナからの軍の撤退を求

めた決議では、賛成が 141、反対 5、棄権 35 か国と

なりましたが、その後の対ロシア経済制裁に参加し、ロ

シアから非友好国と名指しされた国は、欧米と日本韓国

など 48 か国にすぎず、中国やインド、東南アジア、ア

フリカ、中南米の諸国は、経済制裁には参加していませ

ん。つまり、ウクライナ侵攻には反対するものの、ロシ

アとの貿易は継続する姿勢です。例えば、インドは武器

をロシアから購入しているし、各国ともロシアから石油

などを安く買える好機でもあります。 

バイデン大統領は、民主主義か権威主義の戦いと言い

ますが、この「新しい冷戦」は、旧冷戦と違い、イデオ

ロギーではなく、経済関係で動くことになりそうです。 
 

予  定 

4月14日（木） 12:30 卓話 長島敏春様(水中写真家) 

4月21日（木） 12:30 移動例会 中里児童公園整備 

4月28日（木） 12:30 移動例会 予備日 

5 月 5 日（木） 休会 

5月12日（木） 
19:00 葉山 RC・逗子 RC合同例会 

於：スケープス 

5月21日（土） 
移動例会 60 周年記念式典 

（鎌倉プリンスホテル） 

since 1962 

第 2868回 例会プログラム（ハイブリッド） 

12:30  開会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

ロータリーソング斉唱 

来訪者 （ゲスト・ビジター） の紹介 

会長の時間：服部会長  

幹事報告：来信・告示事項 

委員会報告： 

出席報告： 

ニコニコ BOX発表： 

13:00  卓話「子供サッカー新学期応援事業」 

        加藤 遼也様 

13:30   閉会宣言 匂坂 S.A.A 

     点 鐘  服部会長 

第 286７回 例会記録 2022年 3月３１日（木） 

第 2868 回例会 

2022 年 4 月 7 日 

3 月 31 日(木) 服部会長の時間 

WEEKLY REPORT  2021-22 年度 № ３５ 

出席報告 会員数４2 名 出席者 21 名 50.0％ 

幹事報告 ★米山吉記念館より館報が到着 
★地区：・黄尉倫君 2 年目オリエンテーション開催 4/10 

・次年度幹事研修 5/14 開催 

・地区のウクライナ難民支援について ポーランドで人道支

援をしているシュチェチン RC に協力することにした。目

安として一人当たり千円以上の寄付をお願いしたい。 

・地域 長柄桜山古墳を守る会から古墳便り 年会費１万円 

★京都紫野 ZOOM 会議へ参加してください。 

 4/18（月） 川中様も ZOOM 参加予定です。 

委員会報告 ・60 周年記念行事 5/21 開催決定 

・ソロプチミスト 30 周年参加報告（鈴木安之会員） 

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


フォーラム 「生活困窮者自立支援制度の概要と困窮者支援」  

 
社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会 三富 淳 様 

1.逗子市の基本情報 

市内の生活保護受給世帯数は 328 世帯 400 人。児童扶養

手      当は 296 世帯受給、多くは母子世帯である。 

2.生活困窮に至るリスクの高い層。 

高齢者。低所得の非正規雇用者。高校中退者・中高不登校者。

就職氷河期世帯。無業者。引きこもりなど。更にコロナ禍が 

影響している。 

3.高齢者の生活困窮 

低年金、無年金の高齢者が増え 2016 年 3 月から高齢者世帯が生活保護世帯

の 50％を超えた。逗子社協でも高齢者の相談が増えている。 

4.様々な社会問題の存在 

・2025 年、団塊の世代全員が 75 歳以上、超高齢化社会の到来。医療保険給

付の増加、認知症増加 470 万人、年金制度の崩壊危機、1 人暮らしの高齢

者増加、孤独死。 

・1965 年には現役 9.1 人が 1 人の高齢者を支えたが 2050 年には現役 1.2

人が高齢者 1 人を支える肩車社会が到来。 

・非正規雇用の増加で所得格差の拡大。コロナ禍が追い打ちで格差を拡大。 

・引きこもりの長期化、80 歳親が 50 歳子供を養う 8050 問題。生活費たる

年金も親の死去で消滅する。 

5.生活困窮者支援制度とは 

・生活困窮者自立支援制度は生活保護に至る直前の支援、他の専門機関と連携

してサポートを行っている。 

・令和 2 年の相談件数は 229 で平成 27 年の 64 件に比べ 4 倍に急増。経済

的な問題が多いが複数の問題が絡む場合が多い。  

・社協は就労支援始め様々な支援活動を行っている。 

6.コロナ禍に於ける様々な状況 

・相談件数の増加。自殺者の増加。 

・緊急貸付制度では 1 件 20 万円、組み合わせで最大 1 件 200 万円まで貸し

付け可能、日本全体では 1 兆円を超える規模である。 

7.フードドライブの現状  

逗子社協は平成 27 年から市民、フードバンク神奈川、民生委員等の協力を仰

ぎフードドライブを開始。無料でお弁当を配ったり、社協の身分を隠し 

て段ボールに食材と季節のプレゼントを詰めて宅配したりしている。 

8.逗子ロータリーの皆様への期待 

福祉の課題は実は複合的。社協は安心安全の町づくりを目指しており、 

ロータリーの皆様には生活困窮者自立支援制度事業のご理解を頂きご 

支援をお願いしたいと存じます。 

※詳細については配布したレジュメを参照ください。【担当：稲垣 正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服部君：三富様、宜しくお願いします。 

鈴木安之君：妻、宏子、私の結婚祝、結婚記念日、お久

しぶりも合わせて。 

矢部君：久しぶりのフォーラム、出席しました。 

村田君：叔父の眠る靖国神社へのお墓参りと花見に行っ

て来ました。 

清水惠子君：三富様、宜しくお願いいたします。 

横山君：本日、給料日で、今月は色々引いたら 2604 

円となりましたので、全額ニコニコとします。 

山科君：逗子椿書房、鎌倉島森書店でも茶屋二郎作の本 

  がお買い求めいただけます。 

徳永君：卓話、宜しくお願いいたします。 

菊池君：市内の問題を勉強させて頂きます。 

大野君：三富様、本日は宜しくお願いいたします。 

古畑君：今回転勤はありませんでした。もう少し、お世

話になります。 

村松君：桜満開、美しいね。卓話、社会奉仕フォーラム、

楽しみ！ 

森澤君：三富様、宜しくお願いいたします。   

匂坂君：皆様にご支援いただき、当選する事ができまし 

 た。ありがとうございました。 

ニコニコＢＯＸ本日合計 ￥４１，６０４   累計 ￥１００４，６０４ 

  

Rotary Family Day Meeting 

  4 月 2 日(土)15:30 開催 

於:鎌倉プリンスホテル 

「青少年奉仕を理解しよう」 

最後は「手に手」 つながないで 

ROTEX の皆さん 

サンセットライダーズ 

石田 AG  松井実行委員長 
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田丸さん・黄君 プレゼ

ンした逗子 RC の 3 氏 


