令和 2 年 8 月 4 日(火)
第1359 回例会 第1274 号
会 長
幹 事
発 行
例 会
会 場
事務局
電 話

２０２０－２１ ＲＩテーマ
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必達！！年間例会出席率 90％

ア」制度。所得の低い方を対象にした

三宅裕樹 「メディケイド」制度があるのみで、
多くの方々は民間の医療保険に加入
せねばなりません。当然、未加入者も
多く、全米で 2,810 万人を超えます。
また、日本の制度が非常に利用しやす
いのに対し、アメリカでは利用できる
医療機関が限定されたり、年間 3,500
ドル（日本円換算で 37 万 4500 円）を
超えた部分のみが無償になるシステ 米山記念奨学生 オントルマ様
本日は、地区米山記念奨学委員会の ムであるなど、利用者側にとって負担
長谷川さま、そして米山記念奨学生の の大きい制度であることも問題なの
オントルマさんをゲストとしてお迎 かと思います。
日本の健康保険制度は非常に有難
えいたしました。お二方には後程ご挨
拶を頂きたいと思いますので、よろし い制度でありますが、年々増大する医
療費に対応して保険料額も高額にな
くお願いいたします。
さて、毎回コロナ関連のお話をして ってきています。我々も健康管理に努
いますが、日本に比べてアメリカの感 めて医療費の削減に協力し、この有難
染者数の多さには驚かされます。原因 い制度が末永く利用できるように努
会員増強委員会委員長 伊藤善男
は様々だと思いますが、社労士として 力を続ける必要があると思います。
只今、篠田幹事さんから 8 月 25 日
思い当たるのは、日本の社会保険制度
のファイヤーサイドミーティングの
委員会報告
とアメリカのそれが大きく異なる点
案内がありました。出席での連絡をボ
地区米山記念奨学委員会
もその 1 つではないかと思います。日
副委員長 長谷川隆志様 チボチ頂いていますが、「入会候補者
本の制度が「国民皆保険」を目指し、
本日、オントルマさんを連れてくる 氏名」が抜けています。知人友人を誘
加入率 97.9％を誇るのに対し、アメリ
カのそれは 65 歳以上の高齢者や障害 ことができました。来年 3 月までよろ って参加してください。よろしくお願
いします。
しくお願いいたします。
を有する方を対象にした「メディケ
会長
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２０２０年７月２１日（火）

[出席] 会員総数30名（出席免除 7名） 第１３６０回
２０２０年８月２２日（土）
本日出席19名 82.61％

[点鐘] １２時３０分

[行事] 『 クラブフォーラム（1） 』

第１３５８回

[ソング] それでこそロータリー
[ゲスト] 地区米山記念奨学委員会
副委員長

長谷川隆志様

米山記念奨学生
[ビジター]

オントルマ様

担当 会長・幹事

[点鐘] １３時３０分
[行事] ガバナー公式訪問
ＧＴＭ
担当 会長

クラブフォーラム
方針発表
クラブ奉仕委員会 委員長 森 益男

3 月 20 日、21 日のポリオチャリテ

も増やし、一人でも多くの皆様に参加

していただきたいと考えております。 ィカップサッカー大会の開催に向け
職業奉仕委員会 委員長 大島康之 て準備を進めてまいります。
第一例会に「四つのテスト」を有効

ＳＡＡ 安藤元一

的に活用します。年一回の「職場例会」
を実施します。
社会奉仕委員会 委員長 竹村安史
今年度も 11 月 19 日（火）に橿森公
園の清掃を行ないますので、皆様のご
協力をお願いいたします。また、たず
さえの森の寄付に関しては、下呂や熊
本年度も、昨年度と同じくコロナの 本の災害の義援金に変更を検討した
影響が大きく、親睦、会員増強等々の いと思います。
委員会も運営に困難を生じることが

年次計画書に沿い、会員が入会間も

国際奉仕委員会 委員長 森井脩次 ない会員とのコミュニケーションが
図れるようにしたいと思います。

考えらえます。今後のコロナの流れを
見極めながら新しい企画等にも力を

そのため席割りを考えていきたい

注ぎたいと思います。よろしくお願い

と考えますので、よろしくご協力願い

いたします。

ます。

親睦委員会 委員長 藤吉一郎

会計 田中 稔

会員間の親睦を目的に楽しい企画

会長・幹事の指示のもと、適宜決算

運営を進めていきたいです。コロナの

報告を作成し、財務の健全化を図りま

関係で大声で騒ぐことはできないか

す。

もしれませんが知恵を絞っていきた

今年度は、現地訪問ができないため、
フィリピン国ニューコレリア町へ医

いと思います。
公共イメージ委員会

会計監査 田辺雅範
皆様からお預かりした会費が適正

療支援を行ない、フェイスシールドを に執行されているか監査します。

委員長 各務克郎 300 セット、名古屋保健研究所宛て 7
週報の原稿依頼と事前チェックに 月中旬に発送しました。また、9 月 1

30 周年記念事業実行委員会

尽力させていただきます。また、ホー 日に卓話を名古屋保健研究所の林事

委員長 渡辺成洋

ムページの改善と連絡ツールとして 務長にお願いしてあります。今年一年
のフェイスブック等の充実に努めて 間、よろしくお願いします。
まいります。よろしくお願いいたしま ロータリー財団・米山奨学事業委員会
副委員長 安藤篤史

す。
会員増強委員会 委員長 伊藤善男

今年度、ロータリー財団への寄付を
推進します。例会ではポリオ募金も実
施します。勉学、研究のために日本に
在留している私費外国人留学生に対
し、寄付金を財源に奨学金を支給する

来週、委員会を開催して、もう一度

事業を推進することを目的に取り組 方針を立て直すことになっています。
んでいきます。
青少年奉仕委員会 副委員長 田中稔

友情と奉仕の灯を
スマイルボックス委員会
長谷川隆志様
本日、米山奨学生のオントルマさん
をやっとお連れすることができまし
た。来年 3 月までよろしくお願いいた
します。

本年度、会員増強委員長の伊藤でご
ざいます。新入会員が増えるようにガ
ンバリますので、よろしくお願いしま
す。
出席向上委員会 委員長 大橋哲也
健康診断で、コロナ抗体検査や癌血
液検査など、今までにないオプション
2

