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HHようこそ来訪HH

米山記念奨学生　　レ　ホアン　タン君

新会員　株式会社群馬銀行　常務執行役員　太田支店長
　堀江　明彦  様

HHHHHhHh

▪会長挨拶

　さて、今日の例会は、新会員さんの卓話で
す。非常に楽しみにしているところですが、ど
うぞよろしくお願い致します。
　また、度々お願いしているところではります
が、このロイヤルチェスターさんでの次の例会

が、９月６日（木）の３０００回記念例会にな
ります。６時半からになりますが、これは、み
なさん全員の参加をいただくことで成功に導き
たいと思っておりますので、どうか万障お繰り
合わせの上、配偶者の方とともに是非ご出席い
ただきますようどうぞよろしくお願い致しま
す。
　今月のロータリーの月間テーマは、『会員増
強』でございます。ロータリー年度の年初に
『増強』がくるということは、それだけ重要な
大切なテーマということでございます。当クラ
ブも、先週の市川委員長の基本方針発表を受け
て、具体的に『増強』についての取り組みがス
タートしたわけでございます。直接増強のプロ
ジェクトチームにタッチなさらないメンバーの
方もいらっしゃると思いますが、これも会長と
しての私からのお願いですが、是非、一人が一
人にお声掛けいただくということをしていただ
けたらとお願い申し上げます。新しいメンバー
が一人そして一人と加わっていけば、間違いな
くクラブはより楽しい元気なクラブになるとこ
ろですので、どうかよろしくお願い致します。
　以上をもちまして、会長の挨拶とさせていた
だきます。
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▪奨学金授与・近況報告
・米山記念奨学生　レ・ホアン・タン君

　　　
　みなさん、こんにちは。
　本日は、第２例会ということですが、先週の
第１例会については、大学の試験があり欠席す
ることになりまして申し訳ありませんでした。
　久しぶりに第２例会に参加させていただき気
付きましたことは、第１例会から第２・第３・
第４例会とあるわけですが、それぞれ雰囲気が
違いますね。
　先週は大学の試験もありましたが、試験も終
わってそろそろ夏休みに入ります。夏休みは色
んな処に遊びに行く予定ですが、夏といえばお
祭りですね。日本では今がお祭りの時期です
が、私は毎年、足利の花火大会を見に行ってい
ます。太田祭りにも行きました。
　そして先週の高崎祭りでは、ボランティア活
動にも参加しました。これは、米山記念奨学金
の学友会が毎年行っている祭りのゴミ拾いのボ
ランティアで非常に遣り甲斐を感じています。
具体的には、祭りの会場を一回りしてゴミを拾
うのですが、ゴミは殆ど落ちてなく、日本は本
当にゴミが少ないなと感じました。日本人はゴ
ミを放置したりしませんが、ベトナムでは、こ
ういった祭りがあったら、人では拾えないぐら
いのゴミの量が出ますので非常に大変です。ま
た、日本はゴミの分別がかなり厳しい国で、
瓶・缶・燃えるゴミ・燃えないゴミ等、日本人
でもわからないぐらいですね。
　学友会のボランティア活動は、これからも行
うのですが、来週は尾瀬ハイキングが予定され
ていて非常に楽しみにしています。これには他
の米山記念奨学生も参加します。
　それから、１０月には、私が就職の内定をた

だいている会社での内定者懇親会なども予定さ
れていて、これから非常に忙しくなるかなと感
じているところです。
以上、私の近況報告とさせていただきます。
本日はありがとうございました。

＜奨学金授与＞

▪新会員入会式
　＜紹介者：石川　重政会員＞

　みなさん、こんにちは。
　この度、堀江明彦さんを推薦しましたとこ
ろ、理事会のみなさん、全会員のみなさんに快
く御賛同いただきましてありがとうございま
す。
　それでは、ご本人の紹介をいたします。氏名
は、堀江明彦さん、生年月日は昭和３７年１０
月１１日、勤務先は群馬銀行、役職は常務執行
役員太田支店長、自宅は、前橋市の三俣町で現
在そちらから通勤しております。結婚記念日が
２月１４日、趣味は落語鑑賞・散歩・読書とい
うことです。
　実は大学時代は野球部でスポーツマンなの
に、何でゴルフと書いていないのかと言ったの
ですが、ゴルフも当然やりますので、太田支店
勤務中は、ゴルフも趣味の一つに加えて大いに
頑張ってもらいたいと思っております。
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みなさんの中にはご存知の方もいらっしゃると
思いますが、平成２２・２３年に太田支店の副
支店長をやっておりましたので、太田のことは
熟知しております。今回は、昇格いたしまし
て、常務執行役員太田支店長ということで、ま
た太田に凱旋してきたということでございま
す。太田支店の歴史の中で、常務の支店長とい
うのは初めてなんですね、今回、常務として就
任されたということは、群馬銀行斎藤頭取が、
太田のこれからの経済力に大変期待し大変重要
視しているということで、大変ありがたいこと
だと思っております。堀江さんには大いに活躍
をしていただきたいと思っております。どうぞ
よろしくお願いいたします。

・新会員：株式会社  群馬銀行  常務執行役員
太田支店長　堀江　明彦  様

　みなさん、こんにちは。
　只今、ご紹介をいただきました堀江でござい
ます。この度、新入会員として、太田ロータ
リークラブに入会させていただきましてありが
とうございます。早く皆様に仲間として迎えて
いただけるようにと、そのように思っておりま
す。
　私は、直近まで、本部のコンサルティング営
業部の部長をやっておりまして、業務で言いま
すと、M&Ａ、事業承継、ファンドを作ってベ
ンチャー企業に投資したり、今後の銀行経営の
中では、比較的新しい取り組みを中心にやって
いました。
　先ほど、石川さんからお話がありましたとお
り、７年前まで群馬銀行の太田支店の副支店長
をやっておりましたので、二度目の勤務という
ことで、私として太田に帰ってきたという気持

ちでございます。前回、太田にいた時というの
は、円高そして震災がありということで、全体
的には非常に重苦しい雰囲気だったのですが、
その後、太田のスバルさんを中心に、絶好調に
なりまして、戻ってきましたら、皆さん、どこ
の企業様も元気がいいということで、群馬県の
経済の中心地でまた働けるとういうことを大変
光栄に思っておりますし、太田ロータリークラ
ブに入会できることを大変誇りに思っておりま
す。今後も早くロータリアンになって、奉仕の
精神を学んでいきたいと思っていますので、ご
指導をよろしくお願い致します。

▪幹事報告
1.  報告事項

（1）公益財団法人ロータリー日本財団より
平成３０年１月１日から６月末迄の個人
寄付確定申告用領収書が届きましたの
で、該当者の方にはＢＯＸの中に入れさ
せていただきました。

（2）次週、８月１６日（木）の例会は、定
款第８条第１節により休会となっており
ますのでお間違いのないよう宜しくお願
い致します。
　また、８月２３日（木）の例会は、８
月２２日（水）「第４分区５ＲＣ合同親
睦例会」に振り替えとなっておりますの
で参加の申し込みをされた方は、１８：
３０までにティアラグリーンパレスへお
越しくださいますよう宜しくお願い致し
ます。

（3）宮内ガバナー事務局より、夏期休暇の
お知らせが届きましたのでお知らせいた
します。
　８月１０日（金）～８月１６日（木）
まで夏期休暇となるため、緊急の場合
は、小暮地区幹事までご連絡くださいと
のことです。回覧もしておりますので、
地区幹事の番号を控えたい方は、そちら
をご確認ください。

2. 回覧内容
（1）週報：大泉ＲＣ
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（2）宮内ガバナー事務所夏期休暇について
（3）「2018-2019年度地区大会出欠」

日時：2018年10月7日(日)
　　　登録 8:30 ～
　　　大会 9:30 ～
　　　懇親会 18:00 ～
会場：【地区大会】館林市文化会館大ホール
 　　　【懇親会】レストランジョイハウス
登録料：1 人 3000 円

（4）『通算例会3000回記念例会出欠』
日時：２０１８年９月６日（木）

　１８：３０～
会場：ロイヤルチェスター太田２階
会費：会　員　５，０００円
　　　配偶者　３，０００円

3. 他クラブの例会変更
分区外：前橋北、前橋南、藤岡　各 RC

《親睦活動委員会》
・成塚　敬至委員長
　９月６日（木）、先ほど会長・幹事からもお
話がありましたとおり、3000回記念例会を開催
させていただきます。当日につきましては、田
中作次元ＲＩ会長による卓話をいただくととも
に、津軽三味線、和響、北村姉妹による演奏を
聴いていただきながら、3000回記念例会を盛
り上げていきたいと思っております。本日も出
欠の供覧が回っていますが、未だの方がいらっ
しゃいましたら、是非配偶者様とご一緒にご参
加をよろしくお願い致します。

《社会奉仕委員会》
・竹部　弘昭幹事
　８月の第４例会につきましては、９月２日
（日）の金山清掃例会に変更となっておりま
す。
　集合場所につきましては、大光院庫裏前に
なっております。後ほどＦＡＸでご案内申し上
げますので、ご参加される方は宜しくお願い致
します。

《ニコニコ委員会》
　　　

《出席委員会》

 

▪卓　話
・松本　博プログラム委員長

　昨年度の後期後半に入会された方が４名い
らっしゃいまして、小林さん、荻原さん、林さ
ん、児島さんになりますが、本日荻原さんにつ
いては御都合がつかないということで３名の方
から卓話をお願いしたいと思います。
　お時間の関係上一人１０分程度となってしま
いますが、ご自身のＰＲ等々、思いをお話して
いだければと思います。

◎小林　禎  会員

○橋本  徹 会長、竹部弘昭 幹事
　　　……… 新会員、堀江明彦会員を歓迎し

て、また、本日前年度新会員４
名による卓話、よろしくお願い
いたします。

○会員総数

○事前メーク

○本日の出席

○出席率

73 名

22 名

39 名

83.56％

｝61 名
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　みなさん、こんにちは。卓話をしろというこ
とで、今日は非常に緊張して出席させていた
だいております。席に着いて、隣の板橋さん
に「何を話したらいい」と聞いたら、「業界
の生々しい話を」といただいたのですが、生々
しい話は、ちょっとあまりにも生々しいので、
お酒の席などでお話させていただいて、また、
一番生々しい話は、実は業界から出せないもの
ですから、その辺はちょっとご了承いただきた
い、そのように思います。
　今日は三つ程お話しようかと思っておりまし
て、先ず、義理の父でありこちらのメンバーで
あります北村彪でございますが、ご心配をおか
けしておりますが、かなり回復をいたしまし
て、今月のゴルフコンペにも出席するというこ
とで、最初は渋っておったのですが、「俺が一
緒にまわるから」と言いましたら、また、松本
さんのご協力で、何度か既にコースに出て練習
をしておりまして、そして自信をつけたようで
して、何とか２９日のコンペには出席するとい
うことになっております。目の手術をして、そ
の後すぐ脳梗塞で、少しまだ動かないところが
あるのですが、それでも、周りを困らせる口の
悪さはまだ健在でございますので、一緒にゴル
フが出来ればと申しておりましたのでよろしく
お願い致します。
　それから２点目なのですが、実はこれはちゃ
んと考えてきたことなのですが、私の名前、小
林禎（ただし）という名前なのですが、中々
『ただし』と読まれることは少なくて、「て
い」とか「よし」とか、「何て読むんだい」と
聞かれることがかなり多くてですね、同じ名前
の人はいないのかなと思っておりましたら、随
分前ですが、桐生に一人全く同じ名前の方がお
られまして、小林ダンボールという会社をやっ
ておられる方で、建設会社もやられていて、左
官屋さんが「小林さんと同じ名前の人がいる」
と伝えたら、「会いたい」ということで、一度
お会いしたことがあります。当時、太田にマス
コットというパチンコ屋がありまして、そのパ
チンコ屋もやられていた方で、太田の中華料理
店でお会いしたのですが、多分１５～１６歳上

の方だと思います。それで、飯を食いながら、
「俺の後を継げ」みたいなことを突然言われま
して、「何言ってんだ、このおやじは」と思っ
たんですけれども、まあ中々大胆な方でした
が、それ以来会っておりません。
　それから、もう一人おりまして、ソーシャル
ネットワークサービスのフェイスブックを何年
か前からやっているのですが、それを始めた時
に「同じ名前の人はいないのかな」ということ
で検索をしましたら一人おりまして、東京で保
険の仕事をやられている方で、この方は私より
少し若いと思います。それで『友達』というの
にならないとやり取りが出来ないので、友達に
なってくださいとリクエストしまして、快く
フェイスブック上では友達になっております。
この方とは、まだ一度もお会いしたことはなく
多分今後もお会いすることはないだろうと思
いますが、何人か同じ字で同じ読み方の人がい
ることがわかって、少し心強くなった気がしま
す。
　３番目ですが、仕事の話も少し話さないとい
けないのかなと思いまして、何を話そうかなと
思ったのですが、先日、丸山町にある住宅の建
築設計をやっているものですから、住宅の耐震
診断をしてくれということで、そのお宅を調査
させていただきました。そのお宅は、丸山町で
すので、やはり古い家が多く、聞くところによ
ると明治元年にできたということで、築１５０
年、もう見ただけ耐震性は無いわけで、ただ、
非常に雰囲気がある建物でして、あそこは宿場
町だったものですから、宿場の町屋の造り方に
なっていて、通り土間があって、中の部屋が全
部くっついている廊下が無い造りですね、非常
に雰囲気がいい建物で、非常に惜しいなと思い
ました。耐震性は無い旨を伝えたところ、建て
替えるのでそういう報告書を書いてくれればい
いよということで、何と言いますか非常に残念
な気持ちで帰ってきました。
　私が生まれてから小学校の低学年まで住んで
いた家というのが、やはり町屋の造りでして、
私は月夜野町の出身で、月夜野もやはり宿場町
なもんですから、そこにあった住宅は、旧１７
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号線に面したものだったのですが、やはり昔の
町屋造りで、間口が狭いといっても４～５軒ぐ
らいで、奥行きは５０メートルぐらいあるとい
う土地でして、しかも月夜野という町は、結構
丘陵地なもんですから、１７号に面した建物が
建っているところまでは平で、残りの３０メー
トルぐらいは山を登っていくような土地なんで
すね、半分以上は殆ど使っていないというよう
な土地の形状で、真ん中から通り端までが住宅
を造っておりまして、町屋ですので通り土間が
あって、道路に面して建物を造っておりますの
で庭は無いんですね、そして、通り土間を抜け
ていくと、中庭みたいなものがあって、そこに
小さな庭があって、後ろ側が上に上がっている
ものですから、そこから石段を登っていくと、
上の方の土地に行くといった、そういった家
で、そこで小学校３年ぐらいまで過しました。
　今まで何軒か住んだところを変えましたけ
れども、一番印象に残っているのはそういう
家で、先ほどの丸山町の住宅みたいに、そう
いった建物というのは段々無くなっていくんだ
なと、寂しいと思いました。先日、月夜野の方
に行く機会がありまして、前に住んでいた家の
前を通ったんですけれども、もう建物は無く空
き地になっておりますけれども、昔住んでいた
家がこうやって無くなっていくんだなと、非常
に寂しいなと思いました。古いものが無くなっ
ていくというのは、ある意味仕方ない、新しい
ものを造っていかなければなりませんので、た
だ、重要なものについては、やはり残していく
という努力というのも必要だなと思います。
　建築業界では、そういった歴史的な建物、文
化財を調査するヘイリテイジマネージャーとい
う資格がありまして、今年、その講習を受ける
ことになりました。９月からその講習が始まり
まして、月の土曜日が２回ほど潰れてしまいま
す。そして来年までその講習が続くわけです
が、そんなわけで、年を明けると、少しは文化
財に強くなった小林禎がみなさんの前に出現す
るかなと思いますし、また、土曜日のゴルフは
中々お付き合い出来なくなってしまうかなと思
いますので、どうかご了承いただければと思い

ます。
　以上です、どうもありがとうございました。
・松本博プログラム委員長から一言
　ありがとうございました。余計なことかもし
れませんが、小林さんに怒られない程度にお話
ししたいと思います。小林さんの奥さんは、北
村さんの長女の方なのですが、ご結婚される前
までローターアクトで大変熱心に活動されてお
りました。そして小林さんとお付き合いして御
結婚されました。そして、二女の方が、昨年の
当クラブのクリスマス例会の時に、みなさんお
目にかかったと思いますが、今、足利東のロー
ターアクトで大変活躍をされており大変綺麗な
お嬢様です。

◎林　真司  会員

　みなさん、こんにちは。只今、ご紹介いただ
きましたＳＭＢＣ日興証券の林でございます。
本日はどうかよろしくお願いいたします。本来
であれば、日経平均がどんどん上がって楽しい
明るい年末が来るとかお話しさせていただけれ
ばいいのかなとも思ったのですが、本日こちら
に野村証券の大石さんもいらっしゃることです
し、全く逆のことを言ってみなさんにご迷惑を
おかけしてしまっても困りますので、その辺の
お話は個別に対応させていただければと思って
おります。
　本日は、少しお時間をいただきまして当たり
障りのないお話をさせていただければと思って
おります。最近、みなさんもお聞きになられた
ことがあると思うのですが、ＥＳＧ投資でござ
います。ＥとはＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴ（環
境）、ＳがＳＯＣＩＡＬ（社会）、ＧがＧＯＶ
ＥＮＡＮＣＥ（企業統治）で、三つの頭文字を
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とりましてＥＳＧ投資、これが世界的な流れに
なっております。これはどういったことかとい
いますと、みなさん方の会社でも経験があるか
と思いますが、働き方改革であったり、女性を
２０％以上雇用しなければいけないですとか、
何割を役員にしなければいけないといった国か
らの要求があるかと思いますが、そういったこ
とにも関連してくるワードになっています。要
は今までは決算が良かった悪かったということ
で株価が決ったり、その企業の価値を決めたり
しておったのですが、ＥＳＧに対する取り組
み、これを評価して企業の価値として決めてい
きますよという指標になっております。例えば
Ｅ（環境）に関しましては、地球温暖化に対す
る取り組み、それから水資源、生物多様性と
いったものがあげられます。Ｓ（社会）に関し
ましては、人権、労働基準、女性活躍の場、Ｇ
（企業統治）については、取締役の構成、そし
て積極的な情報開示、こういったものがあげら
れております。このＥＳＧという言葉が使われ
るようになったのが、2006年国連のアナン事務
総長の提唱です。この提唱をきっかけに、ＰＲ
Ｉ（責任投資原則）に署名した機関投資家が全
国で現在2000人に上っております。この2000
に上る運用機関の運用残高は19兆ドル、日本円
で2100兆円の運用高で全世界の会社に投資し
ております。この日本でも最近ＥＳＧ投資に対
する認知度・関心が高まってきております。そ
の理由が、2015年9月に、みなさんの年金です
ね、ＧＰＩＦ、これがこのＰＲＩ（責任投資原
則）に署名をいたしました。先週の日経新聞で
も「４月～６月の運用成績、運用益が２．６兆
円の黒字になりました。６月末の運用資産残高
が158兆5800億円の大幅な黒字で運用額が増
えていて順調にいっています」といった発表を
しております。この日本のＧＰＩＦ・年金もＥ
ＳＧに配慮した投資は期間が長期に亘るほどリ
スクが軽減できるとし、そしてリターンが追求
できるとコメントを出しております。この年金
だけではなく、2018年今年の4月になります
が、日銀が設備投資、それから人材投資に積極
的に取り組んでいる企業を支援するため、ＥＴ

Ｆ（指数）に日本株女性活躍指数というものを
追加してきました。こういった動きがありまし
て、ＧＰＩＦや日銀がＥＳＧを重視するという
姿勢を表明しております。これは海外から要は
資金を流入するということを考えてのことだと
思います。このＥＳＧ投資では、人権や環境な
どの観点で問題があるのではと考えられている
企業に関しては、投資対象から外したりされて
います。例えば、あなたの会社の人権に関する
方針を見せろとか、サプライチェーンを見てい
くときに方針を開示しなさいとか、こういった
要求を海外投資家はしてきています。
　参考になりますが、オリンピックで国際新国
立競技場を建設しているところですが、ここに
も実はこういったところが入り、建材にマレー
シアの木材を使っていたということなのです
が、今マレーシアは森林伐採により熱帯雨林の
７割が破壊されている国であるということで、
この地域に暮らしている先住民たちの生活が脅
かされている、人権に深刻な問題があるという
ことで指摘され、日本の企業が改善を要求され
ています。
　こういった動きがある中、この運用を世界的
に見てみますと、運用残高の、ヨーロッパが
52％、米国が38額が欧米で90％が占められて
います。
　ちなみに日本はまだ３％で、この取り組みに
対する風当たりが次第に強くなってくるのでは
ないかと思っています。日本が遅れた理由とし
ましては、20年におよぶ長引くデフレ、そう
いったことが理由だと考えられております。
　そうした中、日本でもこういったＥＳＧを考
えている会社がありまして、みなさんもご存知
の花王です。こちらの会社は、自身の会社のレ
ポートに非財務活動をグループをあげて強化し
ＥＳＧを念頭に置きながら企業価値を図ってい
くとうたっています。これが評価されてかとい
うことは別にしましても、花王の株価は、５年
前に2,000円だったものが現在8,500円ぐらいに
なっておりますので、かなりの高評価を受けて
いるということになります。
　これから日本でも急速に普及すると思われま
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すが、単純に決算が良かった悪かったではな
く、人権問題であったり女性活躍の場であった
り、そういったところが企業価値に加味されて
海外勢や年金が評価するという流れになってい
ますということです。
　最後になりますが、特別にＥＳＧに取り組ん
でいる会社の一覧等もありますので、もしご興
味がありましたらご相談いただければと思いま
す。
　本日は、貴重なお時間をいただきありがとう
ございました。

◎小島　啓  会員
　

　みなさん、こんにちは。クラブ会報の小島で
ございます。どうぞよろしくお願い致します。
　今日は、みなさんの身のまわりのデータとい
いますか、ネタになるような材料を取り揃えま
したので聞いていただけたらと思います。
　先ず、日本の状況ですが、少子高齢化と言
われて久しいですが、2017年、出生数が94万
人、それに対して亡くなられた方が130万人と
いうことで、37万人減っているということで、
平たく言うと１日1000人、人口が減っている
ところでございます。少子化については、国力
を上げるために一番大切なところだと思うので
すが、一方で高齢化ですが、群馬県の高齢化の
データによると、平成2年に100歳の人口が31
人、それが昨年の平成29年になりますと、実
に1150人で37倍ということです。ちなみに圧
倒的に女性が多いのですが、そういった高齢化
が進んでいる中で色んなことを対策していかな
ければいけない状況にあるということになりま
す。
　それでは、病気関係、介護、そして長生きの

リスクとも言われていますので、そういった
データについてお話をさせていただきます。
　入院の平均在院日数ですが、これは年々短く
なっていて、２年前になりますが、１入院当た
り16.2日まで短くなっていまして、医療費をこ
こから削減していくということで大変素晴らし
いことなのですが、実はあまり知られていない
こととして、性別、傷病別に見ますと、男性に
比べて女性の方が入院日数が長く、総数でも傷
病別でも、全て女性の方が在院日数が長くなっ
ています。
　治療費の現状ですが、1日当たりの平均自己
負担額は、2016年で19,800円ということで、
1泊２万円程度で推移しているといった状況で
す。
　そして差額のベッド代ですが、多少お金を出
してでも一人部屋で入院したいと思う方が多い
と思いますが、実際、一人部屋での入院の割合
が増えており、差額ベッド代がかかる部屋の７
割が一人部屋になっています。
　そして手術の有無の状況ですが、入院された
方の６割が手術をしていないということです。
薬の開発が凄く進んでおりまして、薬が高額化
しているのですが、開腹・開胸といった手術を
されている方は４割程度に留まっています。
　国民病であるがんの罹患状況ですが、男性女
性ともに60代から70代にピークを迎えてくると
いう状況でございます。
　前立腺がん、これは男性に増えつつある病気
ですが、60代から急増して70代後半でピークを
迎える状況でございます。こちらもご存知の方
もいらっしゃると思うのですが、前立腺がんに
おいては、重粒子線治療、今まで先進医療と言
われていた治療で300万円ぐらいかかっていた
ものが、この４月から保険適用になり8万円ぐ
らいに抑えられるようになりました。群馬大学
も重粒子センタがあるのですが、これまでは直
ぐに出来たのが、今では２～３ヶ月待ちの状況
のようです。
　女性は、乳がんは30代から、子宮頸がんは20
代後半から増えています。
　一般的に同じ保険になりますと、あらゆる層
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で同じ保険プランを組みますと、男性の方が高
額になるのですが、20代後半から30代だけは女
性の方が高くなっていて、ここ数年で大きく変
わってきております。女性は特に低年齢化・若
年齢化している状況にあります。
　がんの罹患状況ですが、2013年に新たにがん
と診断された方は約86万人です。2016年にが
んで亡くなった方は約37万人です。圧倒的に１
位でございます。ちなみに交通事故で年間に亡
くなられている方は4000人を切っておりますの
で、いかに37万人という数が大きいかと、３人
に１人と言われている部分でございます。
　ただ、資料にもありますとおり、早期発見で
普通に治る、普通に生活できる時代になってお
りますので、早期発見がキーワードになってき
ていると思います。
　人間ドックを受けられている方も多いと思い
ますが、肝機能異常、高コレステロール、これ
が数年で一気に伸びておりまして、指摘されて
いないから大丈夫ということではなく思い当た
るふしのある方はしっかり診ていただいた方が
いいのではないかと思います。こういったとこ
ろからも予兆はあります。
　続いて、介護の状況でございますが、2017年
の要介護（要支援）認定の数でございますが、
公的介護保険制度が始まった2000年当時から
2.7倍に増加しています。
　受給者数については、実は女性が非常に高
く、特に80代以降は女性が圧倒的に介護保険の
受給を受けているという状況になっています。
　平均寿命と健康寿命ですが、この差が色んな
形で最近クローズアップされておりますが、男
性で９年、女性で13年の開きがあるということ
も注目されているデータになっております。
　ちなみに、平均寿命の推移についてですが、
1947年と比較して、2015年の平均寿命は30年
以上長くなっています。
　最後になりますが、刻々と変わる環境や状況
に合わせて、ご自身やご家族のリスク対策を見
つめ直すことが大切だと思いますので参考にし
ていただければ幸いです。
　本日は、貴重なお時間をいただきありがとう

ございました。

▪点鐘 &「我等の生業」斉唱

s本日のメニュー（ロイヤルチェスター太田）

　

・切り干し大根
・茄子の生姜焼き
・舌鮃檸檬蒸し
・鶏肉の白ワイン風味トマトソース
・杏仁豆腐

第４分区Ａ　５ＲＣ合同親睦例会

日　時：平成３０年８月２２日（水）
　　　　１８時３０分～
会　場：ティアラグリーンパレス
ホスト：新田ロータリークラブ
司　会：副幹事　稲田　信昌

＜　例　会　＞
①点   鐘　　新田ロータリークラブ会長　荻原  丈始
②国家斉唱
③奉仕の理想　斉唱
④ご紹介

・新田ロータリークラブ会長　荻原　丈始

ＥＮＪＯＹ
ＴＡＬＫ＆ＥＡＴ

8 月 22 日（水）例会報告



10

・ＲＩ第2840地区パストガバナー　竹内　正幸　様
・第４分区Ａガバナー補佐　　   金谷　光明　様
・太田ロータリークラブ

　会長  橋本　　徹 様／幹事  竹部　弘昭 様
・太田西ロータリークラブ

会長  大島　秀行 様／幹事  藤井　聡子 様
・太田南ロータリークラブ

会長  関口　誠一 様／幹事  新井あけみ 様
・太田中央ロータリークラブ

会長  前原　信之 様／幹事  榮井　孝広 様
・新田ロータリークラブ

会長  荻原　丈始 様／幹事  五位野秀之 様

▪ホストクラブ会長挨拶
・新田ロータリークラブ会長　荻原　丈始

　７月から新体制となり
各クラブへの表敬訪問も
終わりましたが、毎日ド
キドキしながらこの日を
迎えました。本日は多く
の人のご参加頂いてホッ
と一安心しています。本
当にありがとうございま

した。
　さて、元々は８月例会で職場訪問、２月例会
を合同親睦例会と予定していましたが、今年度
の会長・幹事会で８月も親睦例会を開催するこ
ととしました。会員間の親睦強化を目的として
年２回の親睦例会を行う経緯となったことを報
告申し上げます。そして各クラブ間の親睦を深
めるためにどのような工夫を凝らせば良いか考
えた末、席次も各クラブ２～３名ずつでシャッ
フル形式とさせて頂きました。本日は普段交流
の少ない他クラブの会員さん達と是非とも親睦
を深めて頂きたいと思います。最後になります
が第４分区Ａの更なる発展と皆様方のご健勝を
祈念して挨拶に代えさせて頂きます。

▪ご挨拶
・第４分区Ａガバナー補佐　金谷　光明　様
　本日のホストクラブである新田ロータリーク
ラブの皆様、各種ご準備ならびに会場設営に至

るまで本当にご苦労様です。５クラブが一同に
会して親睦会が開催されるというのは実に素晴
らしいことです。本日のアトラクションは伊香
保ハワイアンズさんに登壇頂くと伺っておりま
すが、伊香保の階段でハワイアンのショーを大
分長くやっている方々のようです。新聞記事に
よると、今週あたりは階段で大道芸をやってい
るとのことで、伊香保温泉も人集めに腐心して
いるようです。

　我々ロータリーも人集
めと公共イメージのアッ
プが大切で、皆さんのク
ラブを巡回させて頂いた
際に宮内ガバナーからの
地区方針を披露させて頂
きましたが、「クラブを
元気に世界へ奉仕、みん

なで回そうロータリーの輪」という地区スロー
ガンをよく覚えて欲しいと思います。その中で
宮内ガバナーが地区目標として１０項目掲げて
いる訳ですが、クラブを活性化してください、
元気で楽しいクラブを作ってください、それか
らクラブのビジョン（戦略計画）を練ってくだ
さい、これらを力強く唱えております。ちょう
ど２ヶ月が経とうとしていますが、新会長のも
と各クラブが１年間の計画を立案している頃合
いだと思いますし、また会長の挨拶もしっくり
としてきた頃合いではないかと思います。９月
には新田ＲＣが皮切りでガバナー訪問を控えて
いますし、１０月には地区大会がありますが、
第４分区Ａ・Ｂともに全員の参加をお願いして
いるところです。是非とも皆さんロータリアン
として、折角入会しているロータリークラブが
楽しいクラブで、そして自分も楽しくなるロー
タリーであってほしいと思いますし、原点をも
う一度見つめ直してロータリー活動を行って頂
ければと思います。

▪幹事報告
・新田ロータリークラブ　大谷　教夫

1.  報告事項
（1）第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ合同チャリ



11

ティーコンペ　１０月２５日開催
応募締め切りは１０月１日　場所は桃里
カントリーとなります。

▪点鐘 &「我等の生業」斉唱

＜ 懇親会＞

☆開会の言葉　新田ロータリークラブ会長  荻原　丈始
☆乾杯　  ＲＩ第2840地区パストガバナー  竹内　正幸  様

～ご歓談＆アトラクション～
♪ハワイアンミュージック＆フラダンス

段ヤマモト＆伊香保ハワイアンズ

☆次ホストクラブ挨拶
太田中央ロータリークラブ会長   前原　信之 様

☆閉会の言葉　
新田ロータリークラブ会長エレクト  木村　昭善 様

☆手にてつないで♪　　　　　　　　　　　　
　　　　　


