
 

■第 3294 回例会 10 月 11 日 会長の時間  

先ずは、10 月 6 日花巻市より令和 4 年度の花巻市市勢功労者の 

発表がありまして、当クラブから三田望君と佐藤良介君の受賞が決定 

しました。誠におめでとうございます。ますますのご活躍を祈念申し上げ 

ます。また、昨日（10/10）、上田さんが会長を務める若葉町親交会 

の 50 周年記念式典に参加してまいりました。当クラブからは高橋会頭、鹿討市議も来賓として

お招きをうけておりました。上田さんのタキシード姿も決まっており、至れり尽くせりの素晴らしい式

典でした。 

先週の金曜日（10/7）、市内 3ＲＣ会長・幹事会が開催されました。会議では 11 月 5

日の地区大会は各クラブが各々バスを手配し対応することとなりました。また、11 月 11 日の市

内 3ＲＣゴルフコンペは懇親会を開催せず、ゴルフ場で表彰式のみ行うこととしました。ご報告致

します。 

本日は会長の時間の後、10 月が「経済と地域社会の発展月間」ということで社会奉仕大

委員長の藤原喜子君から「社会保障と生命保険給付エトセトラ」と題しまして、卓話を頂くこと

になっております。充分時間をとっておりますので宜しくお願い致します。皆さんもご存じかと思いま

すが、近年の金融教育を求める声の高まりを受けて学習指導要領の改訂が行われ、2022 年

4 月より小学校、中学校、高校で金融教育が必修化されました。特に高校では必修の家庭科

の授業でお金の管理や運用の仕方など、大人も興味を持つような実践的な内容が取入れられ

ているそうです。もちろん、藤原さんがこれからお話しする「保険商品」についても、預金、株式、

債券と一緒に高校の授業で組込まれております。背景としては、「①日本は金融リテラシーが世

界の主要国の中で最下位②成人年齢引下げによるトラブルの防止③老後の生活資金不足へ

の対応④長期的な資産形成が必要」等へ対応するためです。小学校から高校までに学習する

金融教育は「生活設計・家計管理に関する分野」「金融や経済に関する分野」「消費生活・金

融トラブル防止に関する分野」「キャリア教育に関する分野」以上、4 つの分野です。 

今まで度々電気料金の高騰についてお話してきましたが、都市ガス料金についても電気、既

に補助を行っているガソリンと同じく激変緩和制度（いわゆる補助）を導入する方向で検討が

スタートしました。地方では都市ガスより圧倒的にＬＰガス利用者が多いので、私はＬＰガスも

追加対象になるものと予想しております。例えば仮にガソリンへ補助がなければ、リッター200 円

以上となります。電気、ガス料金への補助がどの程度の水準になるか、また企業向け料金も対

象になるか期待しているところです。国の財政は大変ですが。 

次に先週の理事会で来年度の旅するピアノの対応を協議するにあたり、資金面の状況につ

いて説明して欲しいとの要望がありました。配布の資料をご参考にしてください。ピアノ購入代が

15 万円、ラッピング、制作費用が 253 千円、設置場所移動に伴う運搬料・調律代（いわゆ

るランニングコスト）が年間 5 回で 236 千円となりました。宜しくお願い致します。 

最後に 11 月 6 日地区大会の交通手段としてクラブ単独でマイクロバスを用意することにしま

しが、バスのスタート場所、途中乗車場所（一か所）、そして昼食の用意等については皆様か

らの意見を参考に決定します。宜しくお願い致します。以上をもちまして、会長の時間を終わりま

す。 
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10月 18日 第 3295回例会 

■本日のプログラム        例会進行：会場監督 

1.開会点鐘 

2.ロータリーソング 

3.四つのテスト 

4.本日のプログラム/メニュー 

5.食事 

6.会長の時間 

7.米山奨学会について 

8.委員会報告等 

9.幹事報告 

10.出席報告 

11.ニコニコボックス 

12.連絡事項 

13.閉会点鐘 

会長 

 

 

親睦委員会 

 

会長 

稲田 典之 君 

 

幹事 

出席委員会 

ボックス委員会 

 

会長  
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月間テーマ：経済と地域社会の発展月間 

四つのテスト 
言行はこれに照らしてから 

 
１、真実かどうか 

２、みんなに公平か 
３、好意と友情を深めるか 

４、みんなの為になるかどうか 

 

■幹事報告 

・10/23(日)POLIO 根絶ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会時間変更のご案内 

〔ガバナー補佐 菅原忠勝 高橋一隆〕 

・ハイライトよねやま vol.271  

〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕 

・令和 4 年度「花巻市安全・安心まちづくり大会」の開催

について(ご案内) 

〔花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田東一〕 

・広報 132 号並びに事業要覧の送付について 

〔社会福祉法人 盛岡いのちの電話〕 

■出席報告 
32 人中 15 名 (規定免除者 7 名) 

出席率 53.5% 前回修正 60.7% 

■メーキャップ 
10/7(金)花巻 3RC 会長・幹事会 藤田勝敏君 

10/11(火)ポリオ根絶チャリティーゴルフ実行委員会 

吉田和洋君 

 

2022-23 年度     

会長：藤田勝敏 

幹事：藤村弘之 

会場監督：阿部一郎 

会長ｴﾚｸﾄ：吉田和洋 

副幹事 ： 市村 律 

★★10/11 のメニュー★★ 

三元豚ﾋﾚｶﾂｶﾚｰ 

ｶﾎﾞﾁｬのﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 

岩泉ヨーグルト 

ﾌﾞﾗﾝﾏﾝｼﾞｪﾌﾙｰﾂ 

■今後の予定 
10/25(火)ゲストスピーチ 担当 三田 望君 

㈱桜 代表取締役 復元納棺師・おもかげ復元師 笹原

留似子様 

11/1(火)慶祝者スピーチ 

■その他 

10/20(木) ぬくまる食堂フードパントリー 

10/23(日) POLIO 根絶チャリティーゴルフ大会・チャリテ

ィー式典・懇親会 

11/4(金) 地区大会記念ゴルフ大会(ﾒｲﾌﾟﾙｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ) 

11/5(土) 地区大会役員懇談会(盛岡ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ) 

11/6(日) 地区大会本会議/懇親会(盛岡ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ) 

11/11(金)市内3RC懇親ゴルフコンペ(盛岡南ゴルフ倶楽部) 

11/15(火) 第 2 回フードドライブ 
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URL:http//www.hanamaki-rc.com 

■第 3293 回ニコニコボックス 

【藤田勝敏君】昨日、上田さんが会長を務める若葉町親交会 50

周年記念式典に出席してまいりました。式典、懇親会とも素晴らし

い至れり尽くせりの 3 時間でした。会場の愛隣館に到着するまで、各

温泉(風の季、志戸平、大沢温泉、優香苑)とも、多くの利用客で

駐車場が満杯でした。喜ばしいことです。 

【藤村弘之君】6,7,8 と札幌に行って来ました。今の空港での人気

は、コーンパンで行列です。あきらめました。期間限定のわかさいも、

かわ付き(色々手を加えている)で札幌駅では行列でした。 

【三田望君】まだ受賞してるわけではないんで、これからの期間に何か

あれば消えてなくなりますけれども、順調にいけば、花巻市の市政功

労賞を頂戴することになりました。佐藤良介君と一緒っていうことでも

ありますし、大変喜ばしいことだなと私自身も感じております。これから

も RC を中心にしまして、精進を重ねていきたいと思います。ありがとう

ございました。 

【高橋豊君】昨日は、新鉛温泉愛隣館に於いて若葉町親交会 50

周年記念式典に招かれました。上田穣君が会長でモーニング姿で

立派な挨拶でした。市長の祝辞をはじめ、式典、祝賀会も盛大に

開催され誠におめでとうございました。益々のご発展をお祈り致しま

す。 

【上田穣君】昨日は若葉町親交会創立 50 周年記念式典・祝賀

会に花巻ロータリークラブから 3 名の方にご参加いただきありがとうござ

いました。祝賀会では、高橋豊花巻商工会議所会頭と上田東一

花巻市長に揃って踊りを踊っていただき感動ものでした。 

 

【佐々木史昭君】先週金曜日、ホットスプリングスからマット・ベルとい

う新しいホットスプリングスでの日本酒づくりに乗り出した経営者を花

巻にむかえて、夕食を御一緒しました。かつて花巻にも居たベン・ベル

が醸造担当として働き始めています。ロータリーにも入会する予定だ

そうで、来年訪問する時の楽しみが増えました。 

【阿部一郎君】藤原喜子さん、卓話御苦労様でした。大変参考に

なりました。本日は、早退させて頂きます。後は、前監督に一任して

います。鹿討さんよろしくお願いします。 

【立花徳久君】本日は午後から盛岡で会議があり、早退します。 

 

■会員卓話 社会保障と生命保険給付のエトセトラ 社会奉仕委員長 藤原喜子 要旨 

お話のきっかけは、藤田会長と鹿討さんのコロナの自宅療養が、みなし入院となり、給付金が下りるのを教えてもらっ 

て良かった～とのやり取りをお聞きした事でした。皆さんご存知かと思うんですけど、生命保険給付は、本人が契約者 

かつ受取人の場合、入院、手術、三大疾病一時金、先進医療費、高度障害など、生きて受け取るものは全て、 

全額非課税になります。そして、給付請求の事項なんですけれども、死亡も含めまして、請求はまず、３年間の時 

効がありますので注意ください。ここからは、スライドをみながら説明致します。高額療養費免除制度（医療機関や

薬局で支払った公的医療保険対象分）に関しましては、通院、入院それぞれ、所得に応じて１か月当たりの自己負担額の上限額がございま

すので、ご確認ください。4 か月目からは、自己負担上限が下がります。公的医療保険の医療費自己負担も現役並みの所得者は、３割負

担が後期高齢者（７５歳以上）になっても続きます。では、ここで質問です。年収 330 万～770 万の場合、脳・心臓・盲腸、それぞれの部

位で 300 万、500 万、30 万医療費かかった場合、被保険者負担は、それぞれいくらでしょうか？答えは、90 万、150 万、9 万ですね。高

額医療費免除後は、全て 80100 円になります。なんと、どれも一緒なんです！(差額ベッド代（個室利用）、病院着代、食事代などは除

く）次に、いかに、私たちが知らない間に社会保険料が上がっているかの設問になりますが、例えば年収 500 万の方で、2002 年から 2022

年のたった 20 年の間で、手取り金額 429 万→394 万になっています。35 万も減っているんですよ。給与が右肩上がりの時代ならともかく、そ

うではありませんよね。ジリジリと皆さんの手取りが少なくなっている時代なんですね。続きまして、3 つ目の話なんですけれども、年金のお話になり

ます。２０歳－６０歳を A の期間、６０歳―１００歳を B の期間とします。一般的な方の場合のケースですと、始めの A の期間は現役で

働く 40 年で、B は現役引退後の期間となります。B の期間はもう退職して年金だけになってしまうので、B の期間分までの生活費を年金で足

りない分を貯められるかというと実際問題難しいですよね。ですので、雇用継続を使ってでも、65 歳あるいは 70 歳まで働く期間を延ばして頂け

れば、その分貯める期間が延びるので、老後生活 2000 万問題も地道な努力で解決できるのかなと思います。また、厚生年金の保険料は原

則として企業に勤務している限り、70 歳まで払い込めます。さらに、70 歳以降も事業主の同意が得られれば任意で加入する事も可能です。

ですので、基礎年金の開始時期を、今 65 歳の方が多くなってきてますけど、70 歳に 5 年繰り下げした場合、5 年で 42%年金金額が増額し

ますので、色々ご意見はあろうかと思いますが、私個人としては、基礎年金部分は 70 歳から受給しようと思います。今後とも皆様のお役に立て

るような情報提供を続けて参りたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

  

 

 

                           

 


