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2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
“BE THE INSPIRATION”

2018-2019 年度 第 2770 地区ガバナー 中川高志 

すべてはクラブ活性化のために
－実り豊かな奉仕を目指して－

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

今年度のクラブテーマ

　皆さんこんにちは。本日はお客様と
して、当クラブの会員であります関口
会員の娘さんの北村社労士にお越し
いただきました。後程卓話の時間で
お話しを伺います。
　卓話をお聞きする前に少し社会保
障について予習をしておきたいと思い
ます。
　厚生労働省は 2018 年 7月20日に
2017年分の簡易生命表の概況を発表
しましたがそれによると2017年にお
ける日本の平均寿命は、男性が 81.09
年、女性が 87.26 年となりました。内
閣府のホームページでは一億総活躍社
会実現、その本丸は人づくり。子供た
ちの誰もが経済事情にかかわらず夢に
向かって頑張ることができる社会。い
くつになっても学び直しができ、新し
いことにチャレンジできる社会。そし
て人生100 年時代を見据えた経済社
会の在り方を構想していきます。とあ
ります。
　人生100 才まで生きるといっても、
人間とって病、老、死から逃れること
はできません。
　では、だれが病、老、死に伴う所得
の低下に対して援助してくれるので
しょうか、戦前、戦後あたりは、三世
代同居が一般的でしたが、その後は親

と子の核家族が増加することになりま
した。1960 年に 59.1% だった核家
族率は、2015 年には 86.7%となり、
それとともに、36.5%だった「その他
の親族世帯」の割合は、13.3%にま
で減少しています。
　最近は核家族どころか単独世帯が
多くなりました。
　このような社会構造では、家族によ
る援助難しく政府にその役割が求めら
れます。
　たとえば、自助、共助、公助という
言葉を耳にすることがおありだと思い
ますが、自助とは先程の病、老、死に
備えて自ら進んで手当することです。
例えば老後に備えて貯金をしたり民間
の生命保険に加入したりして将来に備
えることになります。
　共助とは、「１人は万人のために万人
は１人のために」の精神の基、みんな
で支えあい貧しさを防ぐ、防貧の役割
が求められます。日本では国民が保険
料を政府に支払って保険事故があった
場合に給付を受ける社会保険によって
支えていくことになります。そのことが、
日本は国民皆年金、皆保険の国であ
る証左であります。
　次に、公助ですが共助に参加すら難
しい低所得者について貧しさから救う

救貧の観点から生活保護といった公的
サービスを提供するものです。
　話を社会保険に戻しますが、その社
会保険制度は大きく申しますと、病気
をした時の医療保険（健康保険）失業
した時の失業保険（雇用保険）病気に
なり障害が残った時の障害年金、年老
いた時の老齢年金、そして残された遺
族のための遺族年金に分けられます。
　老齢年金は、現在 65歳からの支給
であり、遺族年金は、残された配偶者、
子どもに対して支給されますのでわか
りやすいのですが、障害年金は少し厄
介な制度で政府（保険者）による認定
で障害等級が決まりますので、障害の
程度に対する評価の問題があります。
したがって、社労士の中でも専門性が
問われる業務ですので北村先生の卓
話を楽しみにしたいと思います。
　今日は、例会終了後会員増強委員
会を開催いたします。各委員会の皆さ
んの参加をお待ちしています。
　本日もよろしくお願いします。

会 長 挨 拶 2 0 1 8 . 0 9 . 1 9  W E D

きさらぎ社会保険労務士事務所　所長　北村陽子様より、
近年増え続けている精神疾患に伴いメンタルヘルスの予防・
向上の取り組みについて、また障害年金の詳細についてお話
をいただきました。

きさらぎ社会保険労務士事務所 所長
北村陽子 様

障害年金について

徳山 義行

2018-2019年度
大宮ロータリークラブ会長
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きょうは、娘がお世話になり
ます。よろしくお願いします。
〈関口　茂〉

北村陽子先生卓話ありがとう
ございます。
〈徳山義行・岩井良彦・大瀧榮壽・岩﨑　彰・
浅野　仁・永嶋良一・岩瀬雄一・小林義久・
櫻井義久・進藤博司・小林憲樹・戸井田修・
小川武士〉

北村陽子先生ありがとうござ
います。お父様には、大変、
大変、大変お世話になってお
ります。
〈平田　繁〉

北村様本日は卓話よろしくお
願い致します。
〈遠藤省吾・矢崎直良〉

北村陽子様、本日は卓話あ
りがとう御座居ます。いつも
関口茂様にお世話になってい
ます。
〈飯野耕司〉

関口さんお嬢様、北村陽子さ
まお会いできてうれしいです。
〈兼杉文子〉

在会15年たちました。
〈飯野耕司〉

飯野会員在会15 年おめでと
うございます。
〈徳山義行・本多　隆・永嶋良一・進藤博司〉

飯野さん15在会周年おめでと
うございます。ゴールドプレー
トまでがんばって下さい。
〈岩瀬雄一〉

3 年半お世話になりました。
名古屋にお越しの際はお声が
け下さい。
〈蓮池慎二〉

キリンビール蓮池さん、大変
お世話になりました。新天地
でのますますのご活躍をお祈
り申し上げます。
〈浅野　仁・小坂良二・福島謙二〉

蓮池さん大変お世話になりました。
〈永嶋良一〉

蓮池様、もう一緒に写真が撮れ
なくなると思うとさびしいです。
〈平田　繁〉

蓮池様ご苦労様でした。
〈遠藤省吾〉

本日の司会をおおせつかりま
した。緊張しています。
〈板垣英治〉

蓮池さん大変お世話になりました。
〈永嶋良一〉

板垣さん司会ありがとうございます。
〈徳山義行・永嶋良一・鈴木俊一・岩田
尚明・栗岡宏治・青野壽文〉

板垣さん本日は司会頑張って
下さい。
〈矢崎直良〉

板垣さん迫力ある司会でした
ね！ありがとうございました。
〈三浦　守〉

誕生日プレゼント、どうもあ
りがとうございました。
〈諏訪慶三・竹内裕司〉

妻の誕生日お花、結婚祝あり
がとうございました。
〈本間　玲〉

青少年交換学生モイラさん、
シンガポールへの修学旅行楽
しんできて下さい。
〈田中康之〉

モイラさんようこそ
〈星野晃一郎〉

やっと秋晴れになりましたね。
残暑ですけど…。
〈渋木理俊〉

芸術の秋です。宝塚にミュー
ジカル存分に楽しみたいです。
〈橋本和久〉

RLI を受講させて頂きました。
大変勉強になりました。
〈山本和保〉

ゴルフ部会では大変お世話に
なりました。
〈星野晃一郎〉

山本様、ロータリーが楽しく
なって良かったです。
〈平田　繁〉

次回例会案内
2018 年 10 月 10 日（水）12:30 点鐘／パレスホテル大宮

国際ロータリー第 2770 地区
米山記念奨学部門 部門委員長　吉田耕之 様（大宮シティRC）
米山奨学生　グ ユニン 様（中国）

卓 

話

9月19日 第 3105 例会 80 名（76 名） 44 名（57.89%）

9月1日 第 3103 例会 25 名（49 名） 67.12%

ご協力ありがとうございました。

9月19日の合計金額 51,000円
（ 9月19日までの累計金額597,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

退会挨拶［蓮池会員］

在会 15 年記念祝［飯野会員］

委員会報告［竹内会員］

卓話［北村陽子様］ 出席率の報告［青野会員］ ニコニコボックスの報告［小川会員］

エレクトーン演奏［田中睦美様］

幹事報告［三浦幹事］ 委員会報告［橋本会員］ 委員会報告［小坂会員］
ロータリーリーダーシップ研究会（RLI）
パートⅠ修了書の授与［山本会員］

大宮ロータリークラブ
ゴルフ部会
日時：201８年9月17日（月・祝日）
場所：川越グリーンクロス

（PGM）
【 優勝 】本間　玲会員

お客様のご紹介［浅野副会長］ 司会［板垣会員］

お客様ご挨拶
［青少年交換学生 バーンズ・モイラ様］


