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本日の出席率７３.３３％：会員数４５名・出席２９名・欠席１２名・出席規定免除会員（４）４名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席２８名・メークアップ１３名・出席規定免除会員３名

　６月に入り、 入梅と１＄ / １２５円

台の円安が到来しました。本日は、

来月から青少年奉仕委員長となら

れる岡田文俊さんに、 ８月

１７日より国際青少年交換学生を

迎えますので、 その計画と日本経

済 ( 福祉） の動向について卓話を

依頼しましたところ、 快く引き受け

て頂きました。

　目下、 為替は＄比で２０１０年１月９１.１６円、 ２０１１年１１月の最

高値の７７.５８円、 私が会長就任の時、 ２０１４年７月１０２.７８円、

２０１５年６月１２４.７５円と円安傾向は続き、 対輸出での利益が拡

大しています。

　雇用は２０１０年と比較して正規の社員・ 従業員は９６万人減少

の３２７８万人、 非正規の社員・ 従業員は２０１万人増加で１９６２

万人 ( 男６３０万人、 女１３３２万人 ) と推移しています。 完全失

業率は５.０％(２０１０年１月 ) から３.３％(２０１５年４月 ) に減少し改

善傾向です。 その利点は海外製品との競争率の向上と株価の

上昇、 問題は国内生産量比率が低い、 輸入される燃料費 ( 原

油価格は１G / ＄１００以上で現在の再生可能エネルギー価格と

のバランスがとれ ) や食品、 その他の原料価格の高騰、 人手

不足、 消費増税などですが、 一説には高度経済成長の条件が

整ってきていると報じています。

　生産効率を上昇させると雇用安定と収入増、 定年制度の見直

し、 終身雇用制となり、 結婚や子育てが正の方向に進み、 人口

増加に繋がるとの見方もあります。 生産効率の基となるエネル

ギー解決策には、 例えば水で稼働するＳｔａｎｌｅｙ Ｍｅｙｅｒの水燃

料電池やＬＰＧの５倍の燃焼効率を水から精製する爆発しない

OHMASA-GAS / 酸水素ガスなどの、 有用なフリーエネルギー

研究をいち早く進めることがあります。 さらに、 安定供給可能な

低コストの地熱発電の拡充をどう図るか等が楽しみです。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

１．例会変更

　　 佐世保東南ロータリークラブ

　　　６月１０日 （水） １２：３０～

　　　九十九島動植物園 森きらら　　バラ鑑賞会のため

　　　６月２４日 （水）　１２：３０→１８：３０～

　　　ホテルオークラＪＲハウステンボス　新旧交代式のため　　　

   伊万里西ロータリークラブ

　　　６月２５日 （木） １８：３０～

　　　伊万里迎賓館　年度末懇親会のため

２．来　　信　

・国際ロータリー日本事務局

      ２０１５年７月のクラブ請求書について

・ガバナー事務所

　　　①２０１７～２０１８年度ガバナー就任のガバナーノミニー ・   

　　　　 デジグネート宣言　　　　駒井　英基君 （佐賀南ＲＣ）

　　　②事務所休業のお知らせ　６月８日( 月)

　　　③地区ホームページ更新情報

・ガバナーエレクト事務所

　　　①次年度地区名簿確認のお願い

　　　②次年度クラブ米山記念奨学会委員長セミナー開催のご案内

　　　　 日時　６月２７日 （土） 開会１４時

　　　　 場所　唐津市相知文化交流センター　　　　　 

・佐世保西ロータリークラブ

      次年度佐世保市長表敬訪問のご案内

　　　日時　７月１３日 （月）　１５時　　　　　　　

北松浦ロータリークラブ　　 　　　　　　　 山口　俊一様

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

６月２日に九州全部が梅雨入り致しましたが、 昨年も同じく６

月２日に梅雨入りをしておりました。 また、 今日６月４日は会

長に関係がある日本歯科医師会の啓蒙活動、 「歯と口の健

康週間」 です。 会長はもちろんご存知ですよね？

今日は岡田文俊君の会員卓話です。 よろしくお願いします。

坂井智照君

先日は私事でクラブの皆々様に大変お世話になり、 ありがと
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ＳＡＡ：崎山信幸君

次回例会／６月１１日１８：３０～

次回献立／洋風松花堂弁当

本日の合計　　　　　 　8,000 円

本年度の累計　　　 818,000 円

岡田文俊君

　次の青少年奉仕委員長として

所感を述べよとの大久保会長の

指示ですが、 ８月１７日午前８時

過ぎに福岡空港に到着される、

とのこと以外に何も決まっており

ません。 そこで代わりに「医療の話を少し」

だけさせていただきます。 この自衛艦は

ソマリアから帰ってきた 「あまぎり」 です。

 

　今週は「漏れた年金情報」が話題になっ

ています。 第一次安部内閣に続きますか

ら、安倍さんにとって年金は鬼門のようです。

　ただ、 共同通信発で 「中国筋」 が触

れているのが大変気になるところです。

何処に飛び火するか判りません。 もっと問題なのは 「コロナウ

イルスによるマーズ中東呼吸器症候群」 発生の報道です。 韓

国での出来事ですが、 一番最初に発見された患者さんは当局

の制止を振り切って中国に渡ったという信じられない行動をとっ

ています。

　中国では旅客船の転覆で大変痛まし

い事故が起こっています。 先日の韓国

でもそうでしたが、 責任者がいち早く離

脱したり、 情報管制がきついという中国・

韓国の特徴がありますので、 マーズに

ついても慎重な対応が求められます。

 ≪　医療の話を少しだけ　≫

うございました。 おかげさまで無事、 盛会の内に終了するこ

とが出来、 重ねてお礼申し上げます。 感謝の気持ちをほん

のちょっと友愛基金にさせて頂きます。

５月の結婚記念日のお花ありがとうございました。

岡田文俊君

今日は皆様のお耳をよごします。 「ＮＰＯ１００年の森」 が小

佐々の大瀬の崩れ地帯の植樹をします。 また、 ポスターを

お願いすることになりますのでよろしくお願いします。

田中啓輔君

結婚記念日のお花をいただきました。 ありがとうございました。

馬場貴博君

昨年の６月４日に次男に女の子が誕生して１年が無事過ぎ、

今は少しポッチャリした子に育っています。

 ■　会 員 卓 話　■

　潜伏期間が２週間もあって、 致死率が４０％と云われています

から、 高齢の方、 糖尿病の方や免疫機能が落ちている方は要

注意です。 発熱や息切れ、 咳を単なる風邪と思われず、 最

寄りの医療機関ではなく、 専門機関、 保健所 ・ 検疫所に相談

した方がいいと思います。

　一方で、 社会保障費 ・ 医療費の抑制

が問題になっています。 小泉さんの時

に年２０００億で 「医療崩壊」 と云われま

したが、 それどころではありません。 世

界で最長寿社会を作った国民皆保険は

６０年経って制度疲労を起こしています。

今、 その節減策を自民党ではさまざまに検討しています。

　　　　　　　　　　具体的な目論見です

・▽データ分析に基づく医療機関と連携した糖尿病性腎症の重病化予防 （約０.２兆円）

・▽高齢者の肺炎予防の推進 （約０.１兆円）

・▽Ｃ型肝炎に対する医療費助成を通じた重病化予防 （約０.１兆円） 

－の３項目について削減効果額が示されている。

・ 予防 ・ 健康管理を進める施策により計約１.１兆円の削減が可能

・ これとは別に、 後発医薬品の数量シェア目標を 「２０年度末までに８０％以上」 に引

　き上げることで約０.３兆円の削減効果が期待できるとしている。

　　　　　　　　　　　

　お薬は後発薬 （ジェネリック医薬品） の使用促進が図られて

いますが、 余りの増産要請にメーカーが悲鳴を上げています。

品質が担保できるのか心配です。 国民健康保険での患者負

担増も決まってようです。

　更に、 無駄の排除に有効だとしてマイ

ナンバーを医療に導入する動きが始まり

ました。 年金番号で起こったような情報

漏れが起きないか大変心配ですが、 節

減にはもっとも有効だと思います。

 

　６月１日号の日経ビジネスが 「日本の

医療を掬え」 と日野原先生と稲森さんの

提言を取り上げたところ、 書店で完売に

なっているようです。 この特集は 「死と

闘う医療の限界」 と 「算術が仁術を超え

た日」 をテーマとし初めて病院経営ラン

キングを取り上げています。

　病院１８００軒を分析して長崎大学が全体の第３１位、 佐世保

総合病院が２０１位と健闘しています。 これで一安心だと思いま

す。 近隣では新武雄病院のランクが高いようです。 原爆病院

のように非常に低いところもあります。 これからはしっかり経営を

行っているところが安心して受診できるところだと思います。

 

　ご自分自身だけでなく、 ご家族や従業員の皆さんを含めて、

しっかり情報を集めてこそ健康を守っていけると思います。
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