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石井会長
石井 会長

8 月 27 日に RLI（ロータリーリーダー
シップ研究会）パートⅠに出席して参り
ました。1 コマ 50 分の研修が 6 セッショ
ンあります。今回 111 名の参加があり
ましたが、当日のドタキャンが 11 名あり、
昨年ガバナーの井原研修リーダーがちょっとお怒りにな
っておりました。1 グループ 10 名でしたので、話す順番が
回って来ても十分に話すことができないくらいでした。しか
し、この研修は次々と指されますので寝てられませんね
（笑）。いつ当てられるか分かりませんので、久しぶりに緊
張を致しました。この研修では、「リーダーシップの本質を
つかむ」「奉仕プロジェクトを創造する」などがテーマで、
他は財団関係の話になりました。
この研修では、皆ロータリー歴が掲示されます。私は 4
年 7 か月（当時）でしたが、皆さんを見るとロータリー歴 3
年未満の方が多かったですね。また 9 月 24 日にパートⅡ、
12 月 27 日にパートⅢがありますので参加する予定です。
今回で卒業（3 回目）の方が 14 名おりましたが、最後にガ
バナーからバッジを付けて頂いておりました。
この研修は、大変勉強になりロータリー歴の浅い人ほ
ど参加した方がいいですね。入会してもロータリーの全体
を理解する機会はなかなかありません。ロータリーの目
指していることや財団のことが、同じ入会歴の方々と共に
勉強することが出来るので素晴らしい研修です。

また、このような緊
張感のある研修は私
のような年輩者には
脳 の 活 性 化 に なり ま
す。過日に春日部西
クラブで茂木健一郎さ
んの講演援がありましたが、突然指され考えるとドーパミ
ンが出て脳には大変いいそうです。
9 月 10 日（土）には、ワシントンホテルで財団 100 周年
の学友の集いに行って参りました。関口 PG、栗原部門委
員長が出席しておりました。R 財団奨学生 GSE、VTT、米
山記念奨学生、青少年交換留学生、一同に会して今回
初めて各部門の報告をして頂きました。浅水ガバナーの
お嬢さんもベルギーに交換留学生として行かれて報告を
しておりました。
昨日の新聞記事の中に、厚生労働省が 13 日、2015 年
度の概算医療費が 41.5 兆円になったと発表しました。前
年度に比べ 3.8％増えたとあります。これは高齢化に加え、
高額な薬剤の使用が増えたことが水準を押し上げ、過去
最高を更新したとあります。日本の予算が約 100 兆です
から半分が医療費になりますね。1 人あたりの医療費は、
前年度比 1 万 3000 円増の 32 万 7000 円。年齢別では 74
歳未満が 22 万円、75 歳以上が 94 万 8000 円となってお
り、その差は 4.3 倍だったそうです。
今後 65 歳以上の高齢者が 4 人に 1 人、毎年 1 兆円ず
つ医療費が増え続けるそうです。最終的には団塊の世代
が 75 歳になる 2025 年に 54 兆円に達するそうです。
高度医療制度の見直しを図り、高額薬剤の薬価の引き
下げに急ぐ必要があると政府は言っております。
9 月 15 日の敬老の日、日本では現在 100 歳以上の方
が 65,692 人いるそうです。今年度 31,747 人があらたに
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100 歳になり内閣総理大臣から表彰され毎年銀杯が贈ら

また、私ども会員にお医者さんがいますが、当然昼間

れるそうですが、ことしから経費節減のため銀メッキにな

の例会に出るのは難しい事です。しかし、法人会員にな

るそうです。それでも喜ばしいことですね。

れば院長先生は出られなくても事務長さんに出てもう。そ

幹事報告


井上幹事
井上幹事

ガバナー事務所より、2017-18 年度クラブプロフィー

にもロータリーに参加をして頂けたらと考えております。

ル提出のお願いが届いております。10 月 10 日厳守
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となっております。




のような工夫で、今おられる大御所の会員さんのご子息

ガバナー事務所より、次年度地区役員推薦書提出
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のお願いが届いております。10 月 20 日厳守となって

スマイル報告

おります。

寺門孝彦様：
寺門孝彦様： 本日は中秋の名月、月上りの使者として参り

先ほど臨時理事会において、新入会員の審議が行
われ可決されましたのでご報告致します。通知を致

落合（喜）会
落合（喜）会員

ました。再来週の公式訪問宜しくお願いします。

石井会長
石井会長：
会長： 第 6 グループ寺門ガバナー補佐ようこそ。本日

しますので、異議申し立てのある方は 7 日以内に

はご指導の程宜しくお願い致します。ガバナー公式訪問

FAX で申し立てをしてください。

まであと 2 週間とせまりました。本日はリハーサル宜しくお

ガバナー公式訪問リハーサル
寺第 6 グループガバナー補佐 寺門 孝彦様
本日 9 月 15 日は中秋の名月でござ
いまして、月よりの使者としてガバナ
ー補佐の寺門がはせ参じました。よ
ろしくお願い致します。
浅水ガバナーのロータリーに対し
ての考え方は、あまり増強維持にと
らわれるのではなく、各クラブが工夫をしながら新しく入っ
た人も参加しやすいクラブをつくること、世代的にも老荘
青のバランスがとれた環境づくりを考えていくべきではな
いかと考えておられます。
杉戸 RC では、若い会員が多く昼間の例会に出席する
のが難しく出席率が悪いという問題があると聞いておりま
す。春日部 RC でも出席率の問題はあります。しかし今年
度の長谷川会長が、やはり例会は昼間が中心ですが、
若い会員が出やすいように月末は夜間例会を行うなど工
夫をしています。
速水ガバナーもお話しくださると思いますが、会員が少
なくても家族を一緒に参加させることによって例会が活気
づくというクラブもあるそうです。会員増強も大切ですが、
これからは、増強だけでなく出席率向上や維持のための
工夫が大切ではないかということです。
先般の規定審議会でも、クラブ内の規律や規範が大
分緩くなってきました。それを危惧する意見もある反面、
増強から出席率向上や維持のための工夫に目を向ける
ことが結果的に増強に繋がるという考えもあります。

願い致します。

関口会員： 9 月 29 日ガバナー公式訪問全員の出席をお
待ちしております。アンケート未提出の方よろしく。
矢島会員：
矢島会員 ： メイキャップ最近例会欠席が多く考えさせられ
ます。

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 75 歳になっても元気。早朝のウオーキングと
スクワットのおかげでしょうか。

真中会員
真中会員：
会員： 本日は中秋の名月、上野「伊豆栄」まで見えな
い月を鑑賞に行ってまいります。

渡辺（孝）会員
渡辺（孝）会員：
会員： 天気が悪いので困ります。
折原（正）会員
折原（正）会員：
会員： 先週の例会は家族旅行に行っていまして
欠席してしまい申し訳ありませんでした。

武井会員
武井会員：
会員： 寺門ガバナー補佐ようこそ。ご指導よろしくお願
いします。

加藤会員
加藤会員：
会員： 寺門様ありがとうございました。
渋谷会員
渋谷会員：
会員： 寺門ガバナー補佐、今日はありがとうございま
した。当日もよろしくお願い致します。

栗原会員
栗原会員：
会員： 豊洲市場の盛土は必要ないのに何をさわいで
いるのかわかりません。

舟越会員
舟越会員：
会員：細井会員：篠原会員：田中会員 寺門ガバナー
補佐ようこそ。よろしくお願いします。

井上会員：折原（弥）会員：
井上会員：折原（弥）会員：小柳会員：
会員：折原（弥）会員：小柳会員：

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２７，０
２７，０００円
，０００円
１６４，０００
，０００円
１６４
，０００
円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

