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石井会長
我等の生業
仁部会員

お客様紹介
東埼玉総合病院 副院長 浅野 聡様
地域医療推進部 係長 河合 愛様

会長挨拶

石井会長
石井会長

命が男性 71.19 歳、女性が 74.24 歳だそうです。やはり健
康がなによりですね。
日本能率協会のアンケートによると、職場で声をかけ
られて一番うれしい言葉は、男女とも 1 位は「ありがとう」
なのだそうです。やはり気持ちよく仕事をするには感謝の
気持ちやねぎらいの気持ちが大切ですね。

幹事報告


米山奨学生のパク・アヒョンさんが

日 11 時半日（現地時間）行われます。

韓国ソウルの実家に帰省のため

アメリカ第一主義を掲げるトランプ大

出国申請が出されたと連絡があり

統領ですが、メキシコや海外に生産

ました。奨学生の出国は、年間通

拠点を移す企業に対して圧力をかけ

算 60 日まで認められ、事前に専用サイトで出国届を

アメリカに雇用拡大をもたらす発言

申請し、世話クラブ・カウンセラーへは奨学生から出

をしています。特に日本のトヨタ自動車が今後 5 年間で
人の雇用を確保すると発表しています。ソフトバンクグル
ープが投資ファンドを通じて 500 億ﾄﾞﾙの投資、5 万人の
雇用確保を目指すと発信しております。
ただしトランプ大統領の支持率は 40％でオバマ大統領
が就任当時 80％だったことと比べるとかなり低い数字に
なっています。TPP からの離脱や円高など厳しい状況に
なるかもしれません。
昨年の 9 月に会長の時間で私は、厚生労働省の調査
で 2015 年度の医療費 41.5 兆円かかっていますと言いま
した。入院は 16.4 兆円、通院が 14.2 兆円調剤 2.9 兆円、
国民一人当たり 32.7 万円、75 歳以上では後期高齢者
94.8 万円、平均が 22 万円なので 4 倍かかっています。医
療が高度化になっておりますので仕方ありませんね。日

米山記念奨学会より、平成 29 年 3
月 10 日より 13 日まで 4 日間、

トランプ大統領の就任式典が 20

100 億ﾄﾞﾙの投資をすること、GM も 10 億ﾄﾞﾙの投資と 2000

渡辺会員
渡辺会員

国事項を伝えることになっているそうです。


2017 アトランタ国際大会、日
本人親善朝食会についてのご
案内が届いております。2017
年６月１1 日（日）7:00～9:00
Hyatt Regency Atlanta（ハイア
ットリージェンシー アトランタ）
です。国際大会へ参加される
方は事務局までお問い合わ
せください。

永年在籍会員 表彰状授与
表彰状授与
1940 年 11 月 19 日生
1971 年 3 月 30 日入会
在籍年数 45 年

本人の平均寿命が女性が 87.05 歳、男性が 80.79 歳とな
りました。しかし、一番大事なのが健康寿命です。健康寿

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

第 12 回市民公開講座説明会

浅野 聡様

本日は貴重な例会の
時間を頂きましてありが
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関口会員
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とうございます。この公

スマイル報告

開講座開催の経緯を含

石井会長
石井会長：
会長： 東埼玉総合病院副委員長 浅野様、地区医療

めましてなぜ我々がこの

推進部 河合様ようこそ。インフルエンザが流行していま

ような公開講座を行って

す。体調管理は十分気を付けてください。

関口会員
関口 会員

いるのかをご説明したいと思います。また今後ともご協力

渡辺幹事：
渡辺幹事： 健康が一番。お金は二番。

をお願いしたいと思います。 私どもの病院は昭和 48 年

加藤会員
加藤 会員：
会員 ： ニューヨークの五番街のティファニーの売り上

に関口勝也先生が中心となった 3 人の日本医大の先生

げが落ちたそうです。隣のトランプタワーの警備が厳重に

方が杉戸町清地で東埼玉総合病院を設立されたのが始

なり店に近づきにくくなったからとか。何度か行きましたが

まりです。現在は、社会医療法人として本部が神奈川県

今までそんなビル目に入りませんでした。

海老名市にあり従業員が常勤 1800 名、全体で 2500 名お
ります。現在は地域密着型の医療を目指しています。
我々の住む杉戸町や幸手市は高齢化率の高い地域で
す。2020 年には杉戸町も高齢化率が 30％を超えると言
われています。そこで先ほど石井会長が仰ったように健
康寿命が重要になります。しかしほとんどの人が数年か
ら十数年介護で生きることが多くその原因の 1 位が脳卒

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 前期 6 カ月間の営業成績が良くなって来たの
でほっとしています。

中野会員
中野会員：
会員： 明日はこの辺にも雪の予報が出ています。皆さ
んケガの無い様に・・・。

新井会員
新井会員：
会員： 毎日寒い日が続きます。お体を大切に。先般は
先生には大変お世話になり今は元気です。

関口会員
関口会員：
会員： 今月はあまり酒が売れません。おいしいにごり

中で次が認知症です。そしてここ数年圧倒的に増えてき

酒買ってください。

たのが骨折です。あるいは膝や腰が痛くて動けなくなるこ

大勢の出席お待ちしております。

とからの介護です。
幸手市は昨年の 7 月に高齢化率が 30％を超えており、

真中会員
真中会員：
会員： 16 日前立腺の組織検査無事終了して一昨日
退院しました。2 週間禁酒がつらい。

要介護の原因のトップが骨折です。私達は健康な方々が

栗原会員
栗原会員：
会員： 本日ガバナー事務所で米山会議があるので早

骨や関節のために要介護にならないための取り組みとし

退します。先日、石井会長には、某スナックで、ボトルごち

て今回の運動を行っております。

そうになりましてありがとうございます。また、「ありがとう」

※浅野先生からは、現在の杉戸・幸手地区の医者不足

を言えるようにお願いします。

の現状、地域密着型の医療体制について PP の図や表で
分かりやすく使用し説明頂きました。

仁部会員
仁部会員：
会員： いよいよ大寒に向かい寒さ本番です。お身体に
気を付けて乗り切りましょう。

折原（正）会員
折原（正）会員：
会員： 浅野様、河合様ようこそ。
篠原会員
篠原会員：
会員：武井会員：細井会員： お客様ようこそ。
折原（弥）会員
折原（弥）会員：
会員：舟越会員：渡辺（嘉）
舟越会員：渡辺（嘉）会員
会員：渡辺（嘉）会員

本日のスマイル
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✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

