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国際ロータリーのテーマ
ロータリーは世界をつなぐ
（インスピレーションになろう）
2660 地区のテーマ
Stand By You
（～あなたと共に～）
池田ロータリークラブのテーマ
はぐくもう！
ロータリーの友情

ikeda-rc@amber.plala.or.jp

2018～2019 年度ＲＩ会長バリー ラシン
RI 第 2660 地区ガバナー四宮 孝郎
■会長 近藤 秀一 ■副会長 林 功
■副会長 奥村 昌也 ■幹事 名村研二郎 ■副幹事 橋本 昌也
■親睦委員長 北林 寛崇
■広報･会報担当 福林

2019-20 年 会長

近藤

秀一

今朝、韓国（ソウル）より戻りました。
いつも、日本でのマスコミの報道と現地での温度差に残念に思

慎二

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング

います。
歴史上の、最悪の日韓関係ですが、ソウルの繁華街 明洞の日本
の居酒屋さんは、韓国の若者で行列が出来ておりました。確かに
反日感情が全くないと思いませんが、一部の活動家が世論をあお

シェイクハンド

っている風潮があります。私の考えは、反日本政府であり、人と
人の繋がりは別だと思います。
数年前には、日中関係が悪化し、日本製の不買運動がおこり、
日本車が引っくり返される映像が日本で報道されていました。私
は当時現地におりましたが、事前に打合わせ通りに古い日本車に

幹事報告

保険に加入して、ひっくり返すというのが事実でした。
今回、中国の武漢を中心に感染が拡大しております新型肺炎で
すが、1 月 28 日の新聞で中国での患者 4500 人、死者 106 人との
報道がされていますが、現地からの情報では、感染者は 10 万人
とも 20 万人、死者も 2000 人とも 5000 人ともいわれています。
これが事実だと思います。皆様も感染しないように 対策をして
お気をつけください。
いつも日本での報道と現実の温度差に驚かされています。

ゲスト＆ビジター紹介
出席報告
会長挨拶
委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

本日の卓話
「タイ・ミャンマー報告」
（国際奉仕委員会）
卓話者： 吉岡 崇 会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤

✤ニコニコ BOX✤

名村

研二郎

プログラム担当：幸田
ニコニコ 担当：宮田

幹事

（地区より）
①IM 第 1 組 FR（フレッシュロータリアン）親
睦交流会のご案内
（近藤会長、名村幹事）

✤出席報告✤
永田

伸明
雅章

会員
会員

近藤
林
奥村
南

出席報告

２ みんなに公平か

秀一会長：早退のお詫び。
功会員：早退のお詫び。
勝彦会員：卓話当番です。よろしくご清
聴ください。
みどり会員：欠席のお詫び。

✤前回の卓話✤
大介

会員

○出席数 24 名
○会員数 32 名
○出席率 75.00％
○前々々回 84.38％（12 月 22 日）
メーキャップ
暮部 光昭
山口 正之
笹川 哲士

会員 （12/28 E クラブ）
会員 （12/4 理事会）
会員 (12/14 地区大会)

「お昼のエッセイ」
～後期高齢者の仲間入りをして～

奥村

勝彦 会員

私は昨年の 5 月に後期高齢者の仲間入りを
しました。しかし、後期高齢という言葉の響
きから「エッもうそんな年？」
「いよいよ最終
コーナーか」という一種の戸惑いと強い違和
感を持ちました。
そこで高齢者の定義とはなんぞやというこ
とから調べ始めたのが資料 A から D です。

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか

ここで初めて後期に対して前期高齢者とい
う呼び名のあることを知り、また人口分布の
歪さすなわち少子高齢化の進展の現実と大き
な課題を改めて知ることになります。
次にこの年齢定義に対して世の中の人は、
どのように捕まえているのか、私のように違
和感を感じている人はいないのかと調べてい
くと、内閣府の意識調査がありました。いろ
いろ調査(別添 C)あるものです。これによる
とやはりというか、今の年齢定義は若すぎる
と考えている人が私だけでないことが分かり
ます。
これら意識調査に加えて高齢者の身体機能
面での若返りを考えると、高齢者の定義も見
直ししようとする動きもあって不思議ではあ
りません。それが資料 D です。「日本老年学
会」
「日本老年医学会」とかで既に一つの提案
がなされています。個人的には実情に合って
いるように思いますが、いざ見直すとなれば、
ご承知の通り、これまでの社会制度とりわけ、
年金、医療、雇用制度と大きく関わっており
政府機関何より財政問題や企業の雇用など思
惑、事情が異なり、一筋縄ではいかないこと
と思います。
ところで、私が後期高齢者であることを何
をもって否応無く認識させられたかと言いま
すと二つあります。一つは医療保険証です。
「後期高齢者被保険者証」という長ったらし
い医療保険証を病院に提示するたびに感じま
す。
もうひとつは運転免許の更新時です。悲惨
な高齢者による交通事故が続き、世の中は返
上騒ぎであります。しかし一方では、車の自
動化技術はどんどん進化し、自動ブレーキな
どの安全支援装置付きの車が実用化されてき
ています。事故を恐るあまりの安易な返上は
本人の行動範囲を狭め、老け込ませ、更に自
信喪失となっていきます。そうなると、ます
ます自立化が困難となり、結果として、社会
保障コストが上昇することになってくるので
す。出来るだけいい車に乗っていつまでも自
分で運転できるようにお互いに頑張りましょ
う。

最後にある人に教えられた言葉を紹介しま
す。
「いつまで経っても教養(今日用事がある)
と教育(今日行くところがある)が大事だとい
うこと」です。有難いことに私には毎週池田
ロータリークラブという行くところがあり、
来期にはその会長という大きな用事をあたえ
られています。しっかり精進してまいりたい
と思います。
ご静聴に感謝感謝‼️
資料編
(A)高齢者の定義(WHO)
前期高齢者
65 歳〜74
後期高齢者
75 歳以上
(B)日本の人口分布
年少者(15 歳未満)
1500 万人 12%
労働人口(15〜64)
7500 万人 60%
高齢者(65〜)
3600 万人 28%
※高齢者割合約 3 割で労働人口 2 人
で 1 人の高齢者を負担
(C)意識調査
(1)「高齢者と思う年齢はいくつか」
70 歳以上
42%
75 歳以上
15%
65 歳以上
15%
(2)支えられるべき高齢者の年齢は」
75 歳以上
50%
70 歳以上
25%
65 歳以上
10%未満
(D)定義の見直し
65 歳〜74
75 歳〜89
90 歳〜

准高齢者(preーold)
高齢者(old)
超高齢者
(oldestold )

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED

池田 RC

義捐金ＢＯＸ

2 月スケジュール

1月22日時点残高

5

水

3162 回例会

12

水

休会（祝日週）

1月29日分

19

水

3163 回例会

残高

26

水

3164 回例会

175,723 円
610 円
176,333 円

！

ポリオプラス基金

1月22日時点残高

13,764 円

1月29日分

451 円

残高

14,215 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
ニコニコ箱の累計
われら日本ロータリアンの歌

1 月 29 日現在 916,500 円

われら日本のロータリアン
ひとつの仕事をする時も
真心こめてかんがえる
これは誠か真実か
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

2 月 19 日（水）例会
「やさしいきもちが
みらいをつくる」
コメント：
我々、池田ロータリー社会奉仕委員会が実
施した「笑顔はぐくむプロジェクト」の源
である本家本元の宮田社長の熱い想いを
伝えたいと思い、卓話をお願いしました。

卓話者：宮田

博文

（株式会社宮田運輸

担 当：南

様

代表取締役社長）

みどり

会員

