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第2684例会	 平成 27 年 8 月 26 日（水）

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 山川 哲史 親睦委員

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
谷口 一成 ソングリーダー

「手に手つないで」

お客様紹介 クルーズ 由美子 親睦委員長
（株）ニチイ学館 教育事業本部 教育事業部 

　　介護教育担当次長 小瀬川 千明 様
（株）メディア ジャパン 代表取締役 大岸 昌浩 様
（株）創英 営業部 課長 高久 寛 様

小林 正樹 様（川崎中原 RC）
神谷 直 様（川崎中原 RC）

出席報告 塩田 聡 出席委員

会員数 60 名 出席 43 名 欠席 17 名
（対象外 7 名） 出席率 81.13%
前々回訂正 欠席 15 名 MAKE UP 3 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 87.27%

欠席者
花田君 波木井君 濱田君 生垣君 甲田君 
小林君 上山君 込田君 三浦君 溝淵君 
三平君 柾木君 大山君 重田君 関君 
相良君 色摩君

お祝い 岩崎 美智子さん

お孫さん お誕生
おめでとうございます！
クルーズ会員より岩崎 美智子
さんにお祝い品の贈呈が行わ
れました。

会長報告 柳澤 信夫 会長
1. 地区からの来信

① ロータリー財団「グローバル補助金」の資料
②  2015 ～ 16 年度 ロータリー財団ポリオへの使途指

定寄付の依頼状：会員一人当たり 50 US ドル以上
③ 地区大会記念ディナーパーティー

日時：2015 年 10 月 26 日（月）18：00 開宴
場所：横浜ロイヤルパークホテル 宴会棟 3F「鳳翔」
参加費：20,000 円（お一人様）

2. 9 月のロータリーレート 1 ドル＝ 124 円
3. 新城鈴虫愛好会 簑原 会長より、当クラブの「かわ

さき鈴虫祭り」への協力に対する感謝状

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 地区からの来信

①  2015 学年度 米山カウンセラー研修会開催のご案内
日時：2015 年 9 月 17 日（木）15：00 ～ 17：00
場所：メモワールプラザソシア 21
※洪カウンセラー、ご出席をお願いいたします。

2. 他クラブ例会臨時変更
●神奈川 RC

9 月 21 日・10 月 12 日（月・祝）休会
10 月 19 日（月）夜間例会

●川崎大師 RC
9 月 23 日（水・祝）休会
9 月 30 日（水）横浜港クルーズ ロイヤルウィング
  点鐘 19：35

3. 定例理事会：次週 9 月 2 日（水）例会前 11 時 15
分より、定例理事会を開催します。

委員会報告
横山 芳春 会員（ゴルフ同好会）
地区大会記念ポリオ撲滅チャリティゴルフ大会
開催日：2015 年 10 月 5 日（月）
場所：程ヶ谷カントリー倶楽部（貸切り）

戸川 俊雄 青少年奉仕委員
8/23 日（日）「かわさき鈴虫祭り」が皆様の協力により、
無事終了いたしました。ありがとうございました。

入来 武久 会員
前年度会長・幹事 慰労会について
日時：本日 18：00 ～
会場：ワンズガーデン 武蔵小杉店 会費：5,000 円



卓話

（株）ニチイ学館 教育事業本部 教育事業部 
　　介護教育担当次長 小瀬川 千明 様

仕事と介護の両立
高齢化社会から超高齢社会へ
高齢化社会といわれたのは実は 1970 年のことです。現
在は超高齢社会といわれています。日本は外国に例を
見ないスピードで高齢化が進行しています。現在の日
本は国民 4 人に 1 人は 65 歳以上です。
団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年には介護を必要
とする人が増加するといわれています。
1 年以内に介護・看護のために離職した人は 10 万人
有業者のうち介護をしているものは男性 130 万 9 千人、
女性 160 万 1 千人となっています。
なお、過去１年以内（平成 23 年 10 月～ 24 年 9 月）
に介護・看護のため前職を離職した人は 10 万 1 千人と
言われており、離職者は男性・女性ともに 40 ～ 59 歳
層が中心となっています。
要介護率が高くなる 75 歳以上の人口は 2015 年から
2025 年までの 10 年間も急速に増加していき、今後、
介護離職者も同様に増加していくと予測できます。
高齢者介護の課題
超高齢社会を迎えた日本では、核家族化が進行し高齢者
の介護を高齢者が行う「老老介護」や、認知症の家族
を介護している人もまた認知症を患っている「認認介
護」、仕事や家庭の事情などで離れて暮す家族が親の介
護を行う「遠隔介護」が大きな社会問題となっています。
介護を行う人自身が高齢のために共倒れする危険性や、
介護疲れによる事件も発生しています。「遠隔介護」は
しだいに親の元への行き来が困難になり、仕事をやめ
ざるを得なくなってしまう人が多く、介護・看護のた
めに離職する人が増える一因になっています。

介護離職者を減らす対策
厚生労働省では、育児・介護休業法に定められた介護
休業制度などの周知徹底を図っています。
介護は誰にでも起こりうる問題であり、突然やってき
ます。いざ、介護が必要になったときに落ち着いて対
応するためには事前の準備が必要です。
介護保険や育児介護休業法などの制度を調べたり、両
親がどんな老後を望んでいるのかを知るために家族間

の関係を構築しておくことも重要です。
介護を行いながらも働き続けることができるよう、制度
を活用してください。本日はありがとうございました。
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仕事と介護の両立セミナー

介護休暇 

介護休業 

労働者が育児又は介護を行いながら働き続けることができるよう、すべての
事業主は、育児・介護休業法に基づき、以下の制度を従業員に適用させる義
務があり、申出や取得を理由として、解雇などの不利益な取り扱いをするこ
とはできません。 

５ 仕事と介護の両立のための制度

【育児・介護休業法】 

介護が必要になった直後に、入院や介護サービスの利用のための体制を集中
的に整える必要に迫られた労働者の利用を想定したもので、家族１人要介護
状態(※)になるごとに1回、93日まで休業できる制度  

日常的に家族の介護を行う労働者の利用を想定したもので、要介護状態(※)に
ある家族１人について年5日まで（2人以上の場合は年10日まで）休暇を取得
できる制度。介護休業と違い、別々に取得が可能 

勤務時間短縮等の措置 

短時間勤務制度、フレックスタイム制度、始業・就業時間の繰上げ・繰下げ
制度、介護費用の援助制度のいずれかの設置を講ずることの義務付け  

※「要介護の状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２週間以上の 
期間にわたり常時介護を必要とする状態を言う。介護保険の要介護認定とは別の基準であるので
注意が必要。（別紙参照） 

なぜ、介護保険制度や両立するための制度がありながら介護離職が起こるのか 
→それは労働者が、自分が活用できる制度を知っていないがために起こっています。 

【雇用保険法】 
介護休業給付 

企業の従業員が家族の介護のために介護休業を取得する場合、休業開始時の給与
の4割に相当する介護休業給付金が雇用保険から支給される。 
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ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督
小林 正樹 様（川崎中原 RC）

本日は中原クラブの神谷新会員とご一緒にお伺いを
させていただきました。お世話になります。

神谷 直 様（川崎中原 RC）
はじめて参加させていただきます。よろしくお願い
します。

柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事
天候不順な中で 8 月最後の例会です。夏の終わりを楽
しみましょう。小瀬川様、卓話を楽しみにしております。

戸川 俊雄 君、大部 哲也 君
来週 9 月から米山財団、ロータリー財団の寄付のお
願いをいたします。よろしくご協力願います。

洪 征治 君、戸川 俊雄 君
「かわさき鈴虫祭り」にご協力いただきありがとうご
ざいました。無事に終わりました。

クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君、村山 輝忠 君
ニチイ学館・小瀬川様、本日の卓話楽しみにしてお
ります。よろしくお願いいたします。

松波 登 君、大塚 正一 君
皆様の応援を受けて、母校・東海大相模が夏の甲子園
を制することができました。ありがとうございます。

大塚 正一 君、松下 幸夫 君
ニチイ学館・小瀬川様、本日はよろしくお願いします。

戸川 俊雄 君
お見舞いありがとうございました。明日から再開い
たします。皆様にご迷惑をおかけしました。

松波 登 君
22 日、娘に初孫が誕生しました。

入来 武久 君
長渕剛 富士山オールナイトライブで、山川さん、茂
木さん、色摩さん、大変おつかれさまでした。

横山 芳春 君
今夜はよろしくお願いします。


