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会長の時間        鈴木 真澄 

本日は所沢市高齢者支援課長の池田隆人様には

大変お忙しい中、当クラブの卓話をお引き受け頂き、

誠にありがとうございます。 

実は今年度の我がクラブの社会奉仕委員会の事

業計画で、どのような奉仕事業がいいのか模索して

いたところ、「所沢市老人福祉センター・老人憩い

の家」の長机が古くなっているので替え変えたいと、

池田課長様から、幹事の堀江さんへお話があり、

GOOD タイミングでしたので、理事会で、これか

らの高齢化の一助になるならと承認を得ることが

出来ました。 

当クラブから 100 万円を充当し、ロータリー財団

地区補助金を 2000 ドル受けることが出来ましたの

で、池田課長様からのご希望の台数 59 台を贈呈す

るこが決定しました。 

今回の奉仕事業は地区の方針でも継続事業も出

来るだけ企画するようにとの話もありましたので、

所沢 5 クラブ合同で補助金申請をして、継続事業と

して毎年実施できるよう次年度に引き継いでいき 

 

たいと考えております。 

池田様にはこの後贈呈式を予定しておりますの

で宜しくお願い致します。 

 

幹事報告          堀江 大 

理事会報告 

＊前年度会計報告 承認 

＊スターティングパーティー会計報告 承認 

＊奉仕事業として市内老人施設に長机 59 台贈呈 

継続事業とする 

■出席報告 

月 日 7/29 

会員数 36 

出席者 25 

出席率 69％ 

前回修正 91％ 

 

中 毅志 

 

 

中村 茂 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

8/5 市内 5 ｸﾗﾌﾞ合同例会 

   藤本所沢市長様 卓話 

8/12 例会取消 定款第 6-1-C 

8/19 「有機 JAS 法について」

益田 芙三子様 

  8 月会員誕生 

平林 忠  川島 昇 

 



＊9/11.12 飛騨高山 白川郷 親睦旅行 

＊11 月 18 日(火) 例会取消 

＊会員増強について・・数名の候補者があります。 

幹事報告 

●2014 年 8 月のロータリーレート 1$＝102 円 

●ロータリー：賞・表彰の推薦締切日について 

●クラブ研修リーダーセミナー開催について・・ 

8 月 23 日(土)  国立女性教育会館  

点鐘 13：00～ 

●奉仕部門合同セミナー開催・・8 月 30 日(土)  

紫雲閣 12：30～ 

●2013 年「手続要覧」(日本語版) の訂正箇所につ

いて 

●青少年派遣学生の「月次報告書」 

●地区事務所：夏期休暇 8 月 11 日～15 日 

●例会変更・・・狭山 RC 

●週報・・・新所沢 RC 

 

親睦委員会        鈴木 伴忠 

 今年度の親睦旅行は 9 月 11 日(木)～12 日（金）

「飛騨高山 白川郷」を計画致しました。大勢の会

員・ご家族様のご参加をお待ち致しております。 

 ご案内を FAX 致します。 

 

前年度会計報告      吉田 栄治 

2013～14 年度・栗原年度の会計担当の吉田です。

先日の７月２３日に当クラブ事務所に於いて、荻 

野・関根両監査役による監査会を栗原パスト会長・

内田前幹事立会いのもと開催し、承認を得ましたの

で、ここで決算報告を行います。 

 年度当初より、栗原会長より、30 周年の記念事

業費が心配なので緊縮財政で、との要請があり、各

委員長にも委員会別の年度予算を提出してもらい、

毎月の予算執行表も発行し協力して貰いました。 

中井ガバナーの地区分担金の削減もあり、好決算

がでました。よって記念事業積立金が百万円できま

した。 

詳細は、配布しました決算報告書の通りです。 

会員各位のご協力に感謝し報告とします。   

 

 

 

監査報告 

 平成 26 年 7 月 23 日(水)9：00 より事務局におい

て、所沢西ロータリークラブ細則第 11 条第二節に

より 25 年 7 月 1 日―26 年 6 月 30 日の期間の監査

を実施しました。関係諸帳簿、証憑書類等所定の監

査を実施しその財源及びすべての使途が正確であ

る事を認めました。以上報告します。 

     監査人  荻野 賢司  関根 克未 

       

 30 周年記念委員会委員長  室伏 秀樹 

 平成 27 年 3 月 27 日（金）椿山荘ギャラクシーの

間で開催します。 

事業として、所沢市高齢者支援課長 池田 隆人

氏とご相談の結果、市営老人施設全 12 施設に対し

折りたたみテーブル 59 台のご要望がありました。 

ロータリー財団より$2,000 の補助が決まりまし

た。当クラブとして残高のすべて、約 100 万円の支

出を本日理事会で決定しました。 

又、記念事業費として特別会計の預金残高 329 万

円のうち、300 万円を支出決定しました。これから

予算組みします。 

 

 ニコニコボックス     師岡 友次 

鈴木 真澄 本日は大変お忙しい中池田 隆人様に

は卓話をお引き受け頂き有難うござ

います。 

堀江 大  池田様よろしくお願いします。 

須澤 一男 池田課長さん、いつもお世話になって

おります。本日はお忙しいところ卓話

に来ていただき有難うございます。 

内田 学  池田様、本日はよろしくお願いします。

両親がお世話になっています。そのう

ち私もお世話になります。 

鈴木 伴忠 土曜日、お墓での法事 3 件目で軽い

熱中症になりました。皆さんも暑さに

ご注意を！！ 

 

 

 

 

 



卓話  所沢市 福祉部  

高齢者支援課長  池田 隆人様 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。所沢市高齢者支援課長の

池田でございます。 

所沢西ロータリークラブの皆様方には、高

齢者福祉の面でいつも多大なご協力をいた

だき、心から感謝申し上げます。 

特に今回は、市内の老人福祉センター４施

設、および老人憩の家８施設に長テーブル 59

台をご寄付いただきました。長テーブルは各

施設で要望が高かったものであり、たいへん

ありがたく、大切に使わせていただきます。 

また毎年、各施設にシンビジﾕームなどの

美しい観葉植物をいただき、施設の利用者に

たいへん喜ばれております。毎年、毎年のご

厚意に衷心よりお礼を申し上げます。 

さて、所沢市の人口は 2012 年度末で

343,020 人でしたが、 2013 年度末には

342,564 人で、約 500 人減少しております。

今後も総人口は緩やかに減少する見込みと

なっています。それに対して 65 歳以上の高

齢者人口は平成 2013年 6月で 77,291人でし

たが、1年後の2014年6月では80,785人で、

約 3,500 人も増加しています。65 歳以上の高

齢化率は、23.56％となり、急速な高齢化が

進み、所沢市も本格的な超高齢社会
．．．．．

に突入し

ています。 

市内各地域での高齢化率にも大きな差が

あります。最も低いのは柳瀬地区で 65 歳以

上人口 3,127 人高齢化率 16.39％、最も高い

のは並木地区で 65 歳以上人口 7,370 人高齢

化率 29.78％になっています。 ちなみに、

最も高齢者人口が多いのは三ヶ島地区で

11,628人です。 

 本市では、単身高齢者が 1 万人を超えまし

た。一人暮らしの高齢者をみまもる活動とし

て、平成 20 年 9 月に、地域住民や民生委員・

児童委員、自治会などの協力機関や協力事業

所のお力添えのもと「トコロみまもりネッ

ト」を立ち上げ、地域包括支援センターを中

心に事業を実施しています。 

当初は、9 箇所の民間事業所の方々に登録

いただいて事業をスタートいたしましたが、

おかげさまをもちまして、現在では 444 箇所

の事業所に活動をお願いしております。  

今後も様々な事業所などに「トコロみまも

りネット」に参加していただくと共に、市民

の皆様への積極的な周知を図ることで、ネッ

トワークの拡大を図っていきたいと考えて

おります。所沢西ロータリークラブのみなさ

まにも是非ご関心をいただければ幸いです。 

「トコロみまもりネット」の実績ですが、

事業開始から現在までに98件の通報を受け、

その内 36 名の尊い命を救うことができまし

た。これも皆様のご協力の賜物と感謝申し上

げると共に、これからも見守り活動の充実に

努めてまいりたいと考えております。 

所沢西ロータリークラブの皆様には、今後

とも高齢者福祉行政に対しまして、ご支援と

ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の担当  高橋 和男 

 


