
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

     

第３１０７号（２０２１年１月６日発行） 
 

 

      

THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立  昭和32年３月２３日 

RI承認  昭和32年４月１５日 

会  長   田 中 英 子 

副会長   石 毛   充 

幹  事   髙 瀬 幸 雄 

会  計   常世田 祐 一 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館４階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail   rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc/ 

2020-2021年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー漆原 摂子 (勝浦RC)  

広報・会報委員会   

委員長  金島   弘  

副委員長 大岩 將道  委 員 上総 泰茂 
  

 
 

今週のプログラム 

賀詞交歓会 

「年男の抱負」宮内 清次会員 

前回例会報告（１２月９日） 

点 鐘：田中 英子会長 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 

会長挨拶 
12 月も 2週目に入りました。皆様はどのような

ことで師走を感じますか？私は毎年恒例12月の第

１日曜日に行われる、関東大学ラグビーの早明戦

が終わると「ああ、今年も終わりだなあ」と実感致

します。 

本日は、この例会場で行う 2020年、そして、上

半期最後の例会となります。会長経験者の皆様が

おっしゃっていたように、あっという間の半年で

した。後半も気を抜かず、頑張っていきたいと思っ

ております。 

さて、昨日 12月 8日(火)銚子プラザホテルにて

銚子・銚子東両クラブ会長幹事会が開催されまし

た。次年度も参加して、来年の行事について話し合

いました。 

そして、本日は、先週 12月 4日（金）銚子商工

会議所 3 階にて、グループ再編成の話が出てから

初めて開催された、第 8・第 9グループ合同の臨時

会長幹事会について、簡単ですが、お話ししたいと

思います。 

臨時会長幹事会には、漆原ガバナーをはじめ、梶

原ガバナーエレクト、そして、第 8 グループ大塚

ガバナー補佐、第 9 グループ飯田ガバナー補佐に

各クラブの会長、幹事が出席致しました。主な議題

は次年度ガバナー補佐選出の件でした。 

冒頭、漆原ガバナーより、「グループ再編成につ

いて数年前から準備を進めてきたが、説明不足に

より、一部のクラブからの反対意見もあり、この問

題の早期解決を目指したいとの思いで、今回お集

まり頂き、ご意見を賜りたい。」とのご挨拶がござ

いました。 

続きまして、梶原ガバナーエレクトより、「2014

年に地区運営に携わった頃から、ガバナー補佐の

選出に疑問を感じており、適材適所の選出が必要

と考え、その選出について、地区大会等で都度お願

いしてきた。未だ自分の所属する新第 3 グループ

においてもガバナー補佐の選出ができていないが、

近日中に解決できる見通しなので、新第 8 グルー

プにおいても、早急にガバナー補佐の選出をお願

いしたいと思い、本日お願いに参った。」とのご挨

拶がございました。 

会議の中で、元々ガバナー補佐の輪番制に否定

的であった梶原ガバナーエレクトから、「輪番制も

有り」とのご発言があり、それには大変驚きました。

それならば、なぜこのような事態になってしまっ

たのでしょうか？「各クラブからガバナー補佐を

推薦してください。ただし、必ずしも選ばれるとは

限りません。」と言っていた勢いはどこへ行ってし

まったのでしょうか？ 

当然のことながら、話し合いは解決の糸口が見

えず、最後には、梶原ガバナーエレクトが、ガバナ

ー補佐選出について、第 8、第 9グループの両ガバ

ナー補佐へ一任するということで、閉会となりま

した。 

今回臨時会長幹事会に出席して、本当に次年度

からグループ再編成が実施されるのであれば、も

っと早い時期にこのような会をやるべきではなか

ったのかと、思わざるを得ませんでした。そして、
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このような事態になってしまった以上、梶原ガバ

ナーノミニーの時に地区大会でおっしゃった、「ガ

バナー補佐はガバナーが指名する」という言葉に、

最後まで責任を持って、ご自分で決めて頂くのが

筋ではないか、というのが私の意見です。 

しかし、そもそもグループ再編成に賛同が得ら

れなければ、ガバナー補佐選出どころではありま

せん。今回のグループ再編成に反対というロータ

リアンは、グループ再編成自体に反対というより

も、実施時期について反対という意見が大半を占

めているようです。世界の紛争解決に取り組むロ

ータリークラブが、地区内での揉め事が解決でき

ないなんて、本当に滑稽でなりません。 

以上、ロータリー歴 11年目の私が生意気なこと

を言いましたが、また 12 月 18 日に臨時会長幹事

会が開催されます。私は銚子ロータリークラブの

代表として出席致しますので、ご意見のある方は、

事務局宛に FAX またはメールでご意見を頂けたら

と思います。皆様どうぞよろしくお願い致します。 

幹事報告 
1. RLI 実行委員会第 3 回ブラッシュアップセミ

ナーのご案内 

2. 2021年台北国際大会のご案内資料 

3. My ROTARY のリニューアルに伴う修正中の問

題について 

4. 地区ウェブサイトのロゴの使用について 

5. ガバナー事務所年末年始休業のご案内 

…ガバナー事務所 

6. 2019 年事業報告書送付と基金へのご寄付のお

願い 

…一般財団法人比国育英会バギオ基金 

【例会変更】 

八日市場 RC 

12月 15日(火)→19日(土) クリスマス家族会 

点鐘 18：30 Restaurant菜 

29日(火)定款により休会 

成田空港南 RC 

12月 10日(木)31日(木)休会 

佐原RC 

新型コロナウイルス感染拡大防止の為 

12月10日（木）17日（木）24日（木） 

 → 定款第7条第1節(d)により取り消し 

31日（木） → 定款第10条第5節により 

全会員の出席を免除 

小見川RC 

12月9日(水)23日(水)30日(水) 休会 

定款第8 条第1 節（c）により 

※新型コロナウィルス感染拡大防止の為、食事の

時間を取らず、弁当の持ち帰り 時間は18時半〜

19時の30分の例会となっております。 

 

会員の記念日   

 

 

 

宮内 龍雄会員 

(12月 4日) 

 

 

 

入会記念日 吉原 祐真会員(12月 4日) 

 

ニコニコＢＯＸ  
✧大ニコニコ 髙瀬幸雄幹事 

12月 2日、61人目の銚子観光大

使の大役を委嘱されました。銚

子の為に頑張ります。皆様の応

援宜しくお願い申し上げます。 

✧大ニコニコ 山崎芳樹会員 

先週のコンペ並いる強豪をおさ

えハンデのおかげで優勝しまし

た。ありがとうございます。又、

本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

✧田中英子会長 

12/6 に行なわれた関東大学ラグビー伝統の明早

戦で明治大学が２連覇致しました。次回は全国

大会優勝目指してがんばってほしいです。 

✧副島賢治会員 

第 91回都市対抗野球大会にて NTT東日本野球部

が準優勝しました。今年はコロナ禍で現地(東京

ドーム)での応援ができませんでしたが、おおい

に勇気をもらいました。 

卓 話 

「生命保険のこれまでとこれから」 

山崎 芳樹会員 
事務所に「職業奉仕 ４

つの反省」を掲示していま

す。 

・顧客に対して・・・最上の

品質、最高のサービスを

提供しているか 

・従業員に対して・・・彼ら

の調書を十分に認めかつ

買っているか 

・競争者に対して・・・校正な態度で接しているか 

・協力者に対して・・・公平で友情に満ちた関係を保っ

ているか今回の卓話をきっかけとして改めて見直して

みました。生命保険のこれまでとこれからをお話しする
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前にまずは、 

⚫ とある生命保険会社 山口県での事件 

元職員は在職中の 02～20 年、顧客に対して架空の

金融取引を持ちかけ、顧客 24人から計 19億 5100万

円の現金を不正に預かった。元職員は顧客に「（保険

営業の）成績優秀者のみに認められた高い利子がつ

く私専用の特別枠がある。特別枠に空きがあるので、

私に預けないか」と誘い、ほとんどの場合は現金で直

接受け取っていた。その際、元職員が手書きした「お

預かり証」に収入印紙を貼って顧客に渡していたとい

います。元職員は金利を「年 10～30％ほど」と顧客に

説明し…ありえないことばかりですが、①現金で直接

渡す、②金利が年 10～30％、③専用特別枠、ないと

思ってください。 

⚫ コロナ禍の自宅待機の取扱い 

生命保険各社における医療保険等の入院給付金は、

通常は、病院等での治療の場合に支給される契約と

なっておりますが、今般の新型コロナウイルスの感染

拡大を踏まえ、感染が確認された方のうち、宿泊施設

や自宅等で療養している方も同給付金等の支払い対

象としています。 

さて、日本に生命保険会社は何社あるかご存知で

すか？正解は 41社です（2020年５月１日現在）。日本

では保険業は免許制なので、金融庁から免許を取得

している生命保険会社が 41 社あるということになりま

す。そのほかに共済等があります。 

意外に多いと感じるかもしれませんし、「生保は大手

銀行や損保に比べると再編が進んでいない」と言われ

ることもあります。これは上位数社が絶対的なシェアを

誇っているといった状況ではないため、再編が難しい

ともいわれています。ご参考までに、損害保険会社は

53 社あります。３大損保グループが収入保険料の８割

超を占める超寡占市場なのですが、どうして会社数が

多いのかというと、３グループともに機能・役割の異な

る保険会社を複数持っているうえ、規模が小さく、特

定の分野に特化した会社が数多く存在するからとのこ

とだそうです。この４１の生命保険会社が加盟している

生命保険協会が実施しており、「生命保険の世帯加

入率は約９割」の元データとして知られる生命保険に

関する全国実態調査の結果が公表されています。 

まず、死亡保険金額は継続的に減少傾向にありま 

す。直近加入契約の加入目的（複数回答可）をみても、

「万一のときの家族の生活保障のため」という回答は、

1997年の56.0％から直近では49.5％に下がりました。

代わりに毎回増えているのが「万一のときの葬式代の

ため」という回答です（1997 年：7.7％ ⇒ 2018 年：

15.4％）。保障中核層からシニア層へのシフトがうかが

えます。 

一方で、医療保険や医療特約の世帯加入率は高まっ

ています。5 年前の平成 27 年、医療保険は 3370 万

件から 2019年 4048 万件（120%増）に、がん保険につ

いては 2314 万件から 2535 万件(109%増)に増加して

います。その中でも、生活障害・就業不能保障保険へ

のニーズは強いといった傾向があるようです。 

・世帯主の死亡保険金額は継続的に減少 

・直近加入契約の加入目的トップは「医療費や入院費

のため」 

・加入チャネルで「インターネット」「銀行」の増加傾向

が続くなど、様々な調査結果が出ています。 

話は少し変わりますが、お手元の資料をご覧ください。

ご参考ですが、2018 年、新しい「高等学校学習指導

要領」が公表され、新しい「高等学校学習指導要領解

説」が公表されました。新しい高等学校学習指導要領

では、公民科（共通必修科目である公共及び選択科

目である政治経済）や家庭科（選択必修科目である家

庭基礎及び家庭総合）において社会保障等について

学ぶ際に、「民間保険」や「自助，共助及び公助が最

も適切に組み合わされるようにするにはどうすればよ

いか」についても併せて学ぶこととなりました。新しい

高等学校学習指導要領を反映した教科書は、2022

年度から使用される予定です。ご覧になっていただい

た通り、死亡保障、医療保障、介護保障等、生命保険

は、社会保障の補てんといった性質をもっています。 

最近、75 歳以上の健康保険（後期高齢者医療）の負

担割合を 1割から 2割に変更する（年収額でもめてい

るようですが）といった新聞記事がでています。 

また、介護保険法も公的介護保険制度が開始された

2000 年、65 歳以上の方の負担は 1 割だったものが、

2015年には一定の所得がある方は 2割に、2018年に

は 2割負担のうち、特に所得の高い方は 3割にといっ

た改正がなされています。ちなみに、2018 年には特

別養護老人ホームへの入居基準も原則「要介護３」以

上と改正されています。 

日本の総人口は、平成 30（2018）年 10 月 1 日現在、

1 億 2,644 万人。65 歳以上人口は、3,558 万人。総

人口に占める 65 歳以上人口の割合（高齢化率）は

28.1％。「 65 歳〜74 歳人口」は 1,760 万人、総人口

に占める割合は 13.9％。「75歳以上人口」は 1,798万

人、総人口に占める割合は 14.2％で、65 歳〜74 歳

人口を上回っています。 

令和 47（2065）年には、約 2.6 人に 1 人が 65 歳以

上、約 3.9 人に 1 人が 75 歳以上となる見込みだそ

うです。人口の年齢別の推移と併せて確認いただきた

いのは、介護認定者数の推移です。 

令和 2 年 9 月末現在、公的介護保険認定者数は要

支援１～要介護５までを含めると、約 676 万人。うち、

65 歳～74 歳の方では約 74 万人、確率的には４％余

り。一方で 75歳以上では 589万人の方が介護認定さ

れていて、75 歳以上人口のうち、33％もの方が介護

認定を受けられています。これらを受けて、生命保険

会社でも「介護保険・認知症保険」を販売しています。

健康保険にしても同様ですが、公的介護保険は、介

護にかかる費用を１～３割の負担ですませてくれるも

のではあるものの、現金が支給されるものではありま
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せん。 

この社会保険で対応できない部分を生命保険で賄う

必要性も高まってきているかと思います。 

厚生労働省が実施する国民生活基礎調査（2019 年）

では、介護が必要となった主な原因を現在の要介護

度別にみると、要支援者では「関節疾患」が 18 .9％で

最も多く、次いで「高齢による衰弱」が 16.1％となって

いる。一方で、要介護者では「認知症」が 24.3％で最

も多く、次いで「脳血管疾患（脳卒中）」が 19.2％とな

っています。 

これらのことからも、これからの 10 年を考えると、介

護保障や認知症保険、また脳血管疾患、がん保険等

の生活習慣病にかかった際の医療保障もそうですが、

生活保障といった考え方からの生命保険加入が台頭

してくるものと思います 

現在の介護認定者の認定要因をお知らせいたします。 

総数  1 位 認知症 17.6  2 位 脳血管疾患（脳卒

中）3位 16.1 高齢による衰弱 12.8 

要介護者 1位 認知症 24.3  2 位 脳血管疾患（脳

卒中） 3位  19.2 骨折・転倒 12.0 

介護度別にみると 

要介護１ 1 位 認知症 29.8  2 位 脳血管疾患（脳

卒中） 14.5   3位 高齢による衰弱 13.7 

要介護２ 1 位 認知症 18.7  2 位 脳血管疾患（脳

卒中） 17.8   3位 骨折・転倒 13.5 

要介護３ 1 位 認知症 27.0  2 位 脳血管疾患（脳

卒中） 24.1   3位 骨折・転倒 12.1 

要介護４ 1位 脳血管疾患（脳卒中） 23.6  2位 認

知症 20.2   3位 骨折・転倒 15.1 

要介護５ 1位 脳血管疾患（脳卒中） 24.7  2位 認

知症 24.0   3位 高齢による衰弱 8.9 

となっています。 

今後の保険を考える際に、ぜひご参考ください。 

とはいえ、健康でいることが一番です。病気にならな

いためにも、今のうちから予防を心がけてください。 

ポールハリスフェロー表彰  

 

 

 

 

 

  

委員会報告 櫻井公恵社会奉仕委員長 

冬の交通安全運動 薄暮時街頭監視 

１２月１８日（金）午後４時～ 銚子大橋交差点 

※参加者はメークアップの対象となります 

11 日(金)防犯運動合同出動式は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止の為、各団体2名のみとなります。 

多部田恵子親睦活動委員長 

クリスマス家族親睦会 

12月 16日(水)点鐘 18時 犬吠埼ホテル 

感染予防対策として、当日受付にて検温・手指の消

毒・マスクの着用にご協力ください。 

よろしくお願い致します。 

【出席報告】  

会員総数３７名 出席計算３４名  

出席２７名 欠席７名 出席率  ７９．４１％ 

欠席者： 村田君・大里君・佐藤君・信太君 

吉原君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

12/11 交通安全出動式  

大里君・櫻井(公)君 

12/11  ８Ｇ会長幹事会  

田中君 

12/13  ＲＹＬＡ実行委員会 須永君 

12/18  8Ｇ9Ｇ会長幹事会 田中君 

12/18 薄暮時街頭監視（参加７名） 

石毛君・金島君・大岩君・櫻井(公)君・田中君 

寺内君・山崎君 

 

 

 

【ニコニコ】 

 

12月分米山奨学金交付 

16日例会休会の為、事務局にて奨学金交付 

 

12/11臨時理事会報告 
１）12/16夜間移動例会・クリスマス家族親睦会

中止の件…承認 休会とする 

 

12/23臨時理事会報告 

１）地区Ｇ・ＧＥへ要望書提出の件…承認 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 27,000 計 ￥336,500 

スモールコイン ￥  2,450 計 ￥ 26,333 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 25,391 

希望の風 ￥ ― 計 ￥137,170 

次週（１月１３日）プログラム 

「銚子市長卓話」銚子市長 越川 信一様 

お弁当：膳（幕の内) 

 

 

 

田中 英子会長     廣瀬 修一会員 

マルチ 1 回目       新ＰＨＦ 

 

※開催中止となりました 

 


