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Program
開会宣言・点鐘

古川 秀夫 会長

歌

「君が代」
「奉仕の理想」

四つのテスト

並木 孝治 幹事

お食事

かくじゅう

会長挨拶

古川 秀夫 会長

幹事報告

並木 孝治 幹事

米山奨学金授与

アニス・コイルン・ニサさん

スピーチ

アニス・コイルン・ニサさん

千葉県東金市東岩崎 1-5

お誕生日祝い

鈴木康道会員、藤本晴枝事務局

東金商工会議所内

結婚記念祝い

髙山友二会員、岡本秀男会員

東金ロータリークラブ 概要
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1959 年 9 月 15 日
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東金商工会館４階

12:30～13:30
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年次総会

E-mail info@togane-rc.jp
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ニコニコ BOX 発表

親睦委員会

出席報告

管理運営委員会

閉会宣言・点鐘

古川 秀夫 会長

第 2838 回

例会の記録 <11 月 27 日＞
私たちは春の芽吹きではそれほど感動しません

会長挨拶

が、大人になってからあちこち旅行をすると、
この地域にはない景色を見ることによって新た

な日本の良さを感じます。先日、相模湖で友人
と食事をした時に「ああいう山がおれの家にあ
ったらなあ」と話したら、友人は「俺は小さい
ころから山が嫌で飽き飽きしているんだ」と言
いました。なるほどなあ、と思いました。私達
は九十九里平野の、見渡す限り平野が続いてい
るところで生まれ育ち、片や、どちらを見ても
山しかないというところで育ち、季節の感じ方

古川

秀夫

や、ものを見た時の感動のしかたがこれほど違

会長

本日は城西国際大学福祉総合学部福祉総合学

うんだなあと感じました。

科社会福祉士の清水正美先生をお招きしており
ます。後程、卓話の方をよろしくお願いいたし
ます。

幹事報告

季節はあっという間に過ぎ、11 月も今週が最

終となり、来週の例会では次年度の役員を選ぶ
総会となっております。次年度の中村年度、メ
ンバーも少ない中ですのでそれぞれ皆さんに役
をお引き受け願うと思いますが、その節はよろ
しくお願い申し上げたいと思います。

私は今月の 14 日～16 日、山形へ友人のお墓

参りと、ゴルフに行ってきました。あちらの山

の方は紅葉が終わっているかと思って参りまし

たが、意外や、紅葉真っ盛りで、まさに山が夕
日に照らされて赤く染まっているようでした。
山形で有名なのはさくらんぼですね。今の時期
ですと、ラ・フランス等、果物の産地として有

名なところです。昔、私は「花笠音頭」しか知
らなかったのですが、今はいろいろな果物が取
れる産地となっています。

季節の移り変わりは、山の人たちは紅葉や、

初雪で感じます。それから、春の芽吹きですね。
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並木孝治幹事

〇12 月 4 日年次総会

○12 月 8 日クリーン作戦（中央公園）
長袖のポロシャツを着用の事。
暖かくしてお出かけ下さい

同日 12 時から国際交流パーティー

○本日の炉辺会議は 18 時より

とんかつみつはしにて行います

============== ========Togane Rotary Club 2018-19 =====================

社会保障の課題：前世代型社会保障へ

卓話

これまで社会保障の給付については、高齢者

（年金・介護・医療）が中心であったが、少子

高齢化が進む中で、生産年齢人口（14～64 歳）、
特に子育て世代が負担感ばかりではなく給付

（受益）が得られるような仕組みに転換されて
いる。これが幼児教育無償化や保育士・介護職

員への賃金アップ政策に反映されている。また、
受益に伴う負担の在り方も議論となっており、

介護保険制度においては制度当初の 1 割負担か

ら 2 割負担（一部高額所得層において平成 27 年

清水

正美

8 月～）、3 割負担（2 割負担層からさらに高額

様 （城西国際大学 教授）

所得層において平成 30 年 8 月～）と改正が加え
られている。

日本の社会保障の仕組み

戦後、日本の社会保障は防貧制度（年金・医

療・雇用・労災・介護などの社会保険）を中心

に、救貧制度（生活保護に代表される公的扶助）
で構成されていた。しかし、現代の日本の福祉
の課題として、生活保護を受けるまでではない

が、社会保険の各制度（とくに年金や雇用など）
から漏れ、生活困窮状態に陥っている層（非正
規雇用などのワーキングプア層）が厚くなって
いることが挙げられる。生活保護に落ち込むの
を待つのではなく、早めに困窮状況を解決する
ために平成 27 年度より生活困窮者自立支援制

度が始まっている。この制度は福祉事務所設置

自治体が実施主体となり、「自立相談支援事業」
と「住居確保給付金」が必須事業となっている。
そのほかは、地域の特性や課題に合わせて展開
されている。

清水 正美 様

地域での取り組み～子ども食堂からおうち食堂へ

現在の福祉サービスは、国が法律を作り、市

町村の地方自治体が国の指導通りに実施すると
いう時代から、市町村の状況をよく見渡し、そ

の必要に合わせてサービスを組み立てることが
多くなってきている。合わせて、行政だけでは
なくＮＰＯ法人など様々な福祉サービスの供給

主体も登場し多様な取り組みが実施されている。
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子どもの貧困対策とも関連して、特にひとり親
の子どもたちの食と居場所を支える事業として

2018～19 年度

に、現在は自宅に有償ボランティアが食事を提

会長

子ども食堂が全国各地で展開されている。さら

役員・理事（敬称略）

古川 秀夫

供するおうち食堂も試行されている。

会長エレクト 中村 隆則

質疑応答

幹

事

並木 孝治

会

計

秋葉 芳秀

Ｓ・Ａ・Ａ

鈴木 康道

Ｑ

副会長

外国人労働者の資格取得レベルが高い為、

取れずに帰国する人が多いが

Ａ 日本で、日本語と共に介護技術を学んでも
らう仕組み。協定の中では介護福祉士の資格
を取ることが条件になっていたので、そこで
帰国せざるを得なかったのだろう

副幹事
副Ｓ・Ａ・Ａ 宇野 英雄
直前会長

秋葉 芳秀

理

高橋 邦夫

事

長尾 邦俊

Ｑ 在日外国人の不法滞在について

菅原 實

Ａ 本学にもたくさんの国から来ている学生が

いる。ちなみに福祉学科には、ベトナム、中

宇野 英雄

国などからの学生が多い。入国にあたっての
ＥＰＡ（経済連携協定）は国同士の約束事な

のでチェックがシビア。在日外国人の中には
入国が目当てで、介護などはやりたくないと

いう人たちが一部だと思うが、いる。本学で、
学校に所属している者については、授業ごと
に確認を取り、学校に来ていない場合は連絡
を入れる形を取っている。本来の介護や学び

を目的としている入国以外の入国については、
教育機関は様々な手立てを講じている

12 月 8 日は長袖ポロシャツ
を お忘れなく。
クリーン作戦
東金中央公園 10:30 集合
国際交流パーティー
東金中央公民館
12:00 開会
11 月 27 日

ニコニコボックス
ご奉仕
秋葉芳秀 会員
兄が米寿を祝いました
鈴木康道 会員
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会員数 18 名
出席率 72.22％
コイン BOX
ニコニコ BOX

1,143 円
2,000 円

