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例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 中 村 隆 雄 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  田 中 のり子 

創   立 平成２年５月２２日  

                                     

第 １２７２ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 29年 2月 14日（火）  ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「奉仕の理想」 

・司会者名 小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

・発行月日 平成 29年 2月 21日（火） 

 

佐々岡 修会長 

  皆さん、こんにちは。昨 

 日、第 7 回会長・幹事会が 

 ありました。後半も様々な 

 予定があってまだ暫くは 

  忙しく過ごすことになり 

 そうです。残り 5ヶ月ほど、 

 健康に留意して奉仕活動 

  に精励したいと思います。 

本日は降圧剤の話を致

します。高血圧症は日本で最も多い生活習慣病で、その病

人数は 4300 万人にも上るといわれています。にもかかわ

らず、病院を受診しているのはそのうちの約半数。残りは

高血圧に気付いていないか、または放置している人です。

特に病院で処方される高血圧の薬については、一度のみ始

めると一生のみ続けないといけないのでは？と考えてい

る人も多く、そのため病院を受診しないケースも多いよう

です。病院で高血圧症と診断された場合、必ずしもすぐに

降圧剤が処方されるというわけではありません。高血圧症

が軽度の場合、まずは 3 カ月間生活習慣の改善を行い、そ

れでも血圧が下がらないときに降圧剤が処方されます。し

かし、高血圧症が重症で、脳卒中や心筋梗塞の危険性が高

い場合は、すぐに降圧剤が使われます。 

降圧剤には血液の量を 

減らして血圧を下げるタ 

イプと、血管の収縮を抑 

えて血圧を下げるタイプ 

があります。血液の量を 

減らす降圧剤として使わ 

れる利尿薬は、尿の量を 

増やして血液中の塩分や水分を排泄することで血液の量

を減らします。また、心臓の拍動を緩めることで、心臓か

ら送り出される血液量を減らすβ遮断薬という薬もあり

ます。血管の収縮を抑える降圧剤にはカルシウム拮抗薬が

ありますが、これは血管の壁の筋肉にカルシウムイオンが

入ると収縮が起こるため、それを防いで血管の収縮を抑え

ます。また、ACE 阻害薬や ARB と呼ばれる降圧剤は、血

管を収縮をさせる働きのあるホルモンが作られるのを防

いだり、働きを抑えることで血圧を下げます。 

これらの降圧剤は血圧を調整する薬であって、高血圧症 

 

の原因を治す薬ではありません。のむのをやめると血圧は

再び上がってしまうので、原則として降圧剤はのみ続ける

必要があります。ただし、減塩・運動・肥満解消等の生活

習慣の改善が行われており、処方されている降圧剤で血圧

が安定していれば、医師と相談の上で薬を減量または中断

することもできます。したがって、高血圧症では降圧剤を

のみながら、また軽症の場合でも生活習慣を見直し、血圧

の上がりにくい体質に改善していく必要があります。特に

冬場は入浴の際の急激な血圧の変化に気をつけなければ

なりません。高血圧症の方はもちろん、健康な方も普段の

生活に気を配りながら過ごすことが大切です。 

 

高橋 護副幹事 

１．地区より「2017 年地 

  区研修・協議会の案 

内」がきています。 

日時：4 月 21 日（金） 

am10：20 点鐘 

pm5：30  終了予定 

場所：大宮ソニックシティ 

 ※次年度役員の皆様に  

は出席のほどお願い 

致します。 

２． 越谷北 RC より「第 1 回越谷北 RC 杯争奪越谷少年柔 

  道大会の案内」がきています。 

  日  時：4 月 9 日（日）am9：30 開会式 

  場  所：越谷市総合体育館 第 1 体育室 

３．台北百城扶輪社より「第 12 周年記念大会開催の案内 

と参加の要請」がきています。 

  日  時：5 月 26 日（金）pm6：00 式典開始 

  場  所：華漾大飯店 中崙店 

 ※観光やゴルフの希望があればお知らせくださいとのこと。 

４．越谷北 RC より「越谷北 RC・福島浪江 RC・越谷中 

RC 合同夫人同伴観桜例会の案内」がきています。 

  日  時：3 月 29 日（水）pm6：00 

  場  所：精養軒（上野） 

出席予定者：山﨑会員夫妻、大野会員、坪井会員 

中村会員、佐々岡会員 

５．2／28（火）は夜間例会（正八寿司 pm6：00）ですの

で必ず出欠連絡をお願い致します。 

次月・次週インフォメーション 

2／21 クラブフォーラム 

    ／28 夜間例会 

3／  7  通常例会 理事会 

 



 

■国際食文化交流会会計報告   小池和義実行委員長 

食文化交流会の最終的な会計報告書を配布させていただ 

きました。不足分(16,088 円)は予備費から清算すること 

でご了承いただいております。 

■スマイル報告 小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

・本日もよろしくお願い致します。     佐々岡 修 

・例会、遅くなりました。申し訳ございません。本日も 

 よろしくお願い致します。         中村隆雄 

・先日の妻の葬儀の際には、多用にもかかわらずご参列 

 いただきありがとうございました。     武藤正雄 

・今日はバレンタインデーです。皆さん、頑張りましょ 

う。                   仲 文成 

・日中は暖かくなりました。日も伸びました。  大野 宏 

・本日もよろしくお願い致します。      菊地貴光 

高橋 護、山下良雄、宮坂真志、小池和義 

小計 12,000 円 

 

菊地貴光会員 

 皆さん、こんにちは。卓 

話の依頼がありましたので、 

お配りした資料「税金の流 

れ・資金の流れ」を中心に 

話を進めてまいりますが、 

その前に私のプロフィール 

に記載している地方監査会 

計技能士について質問があ 

りましたのでお話をさせていただきます。イギリスには役 

所の会計をきちんとチェックできる人材を育成するため 

勅許公共財務会計協会という機関があり、地方監査会計技 

能士の資格を持っていなければ自治体の会計や監査担当 

者は課長以上の役職には就けません。日本でも数年前に関 

西学院大学の石原先生という方が中心となって導入され 

ました。現在、この資格を持っている人は国内に 700 人 

ほどおります。 

 さて、議員のところには越谷市の 29 年度一般会計予算 

案が寄せられており、正式には明日、全議員に対して説明 

されることになっています。越谷市の一般会計予算規模は 

904 億円、埼玉県は約 1 兆 8800 億円という予算規模、国 

は約 100 兆円となっています。越谷市の一般会計予算 904  

億円の内訳は、市税約 460 億円（個人市民税約 190 億円、 

法人市民税約 26 億円、固定資産税、たばこ税、事業所税 

等）、地方消費税 46 億円（一旦国に入るがその一部が地方 

に分配される）、地方交付税 30 億円、国庫支出金約 150  

億円、県支出金約 50 億円、諸手数料約 17 億円、繰入金 

約 23億円、その他約 62億円、市債約 66億円となります。 

皆様方は個人あるいは法人として税金を納めますが、納め 

られた税金は国や県、市の状況によって国税として納めた 

税金が県や市にまわされたり、あるいは県に納めた税金が 

市にまわされるといった形になっています。 

 資金の流れという観点からお話をしますと、わかりやす

くするため資料には国と金融機関、個人・法人の貸借対照 

表を書きました。T 勘定の左側は資産（現金や土地、設備、 

機械等）、T 勘定の右側は負債、つまり借入金といった名 

目になると思います。国は 600 兆円ほどの資産がある一方

で国債等の発行で負債は 1100 兆円。国の純資産はマイナ

ス 500 兆円ということになります。国債は日銀をはじめと

して様々な金融機関が資産として持っています。本来は金

融機関が貸し付けを増やすことが日本経済を循環させる

ことに大きく寄与することになりますが、昨今は会社の状

況が不安定なため、なかなか貸付に回しません。日本銀行

は金融機関の貸付を促すためにマイナス金利を導入しま

したが、思ったほど効果が出ていないようです。国債を発

行することによって日本経済がどのように動いていくの

かというのは、他の金融政策と合わせて一般の方々の消費

意識の部分と連動させていかなければ意味がありません。

国債を発行し続けるということは結局のところ税金で対

応するということになりますので、本当にそれでいいのか

いいのかなぁ、という気も致します。 

■出席報告    小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

19 名 4 名 10 名  － 66.7% 

 

『友』より一部抜粋(2016.5 月号) 

スマートエージングの勧め     藤原 治氏(東京西) 

 わが国の人口推計によると、2010年現在、約 1億 3000万人

だった人口が、100 年後の 2110 年には約 4300 万人に落ち込

むという。おそらく悲観的な予測だと思うが、事実となれば大変

なことである。特徴的なのは、65 歳以上の高齢人口が 23%から

41％に増える。その一方で、15～64 歳までの生産年齢人口が、

現在の 8000 万人から 2000 万人程度まで減少するという。これ

では若者の負担が大幅に増えて、現在の社会保障制度、医療

保険制度が全く機能しなくなる。将来の若者の負担を軽くする

ために、今、それぞれの高齢者がいかにスマートに年を重ねて

いくかが問われている。そこで、私なりにスマートエージングなる

ものを考えてみたい。基本の第一は、生活目標と具体的な短

期プランを持つこと。第二は、学び続けること。第三は、実践・

行動に移すことである。これらを実現するためには、次の事柄

に気を付けて努力することになる。 

・本をよく読む。 

・討議・討論をする。相手の言い分をよく聞き、理解す 

る。そして自分の意見をはっきり述べる。 

・手で字を書く。パソコンに頼らない。 

・誰かのためになる行為、「ありがとう」と言われる行い 

をする。 

・年金以外の収入を得る努力をする。家計に役立ち、自分 

が必要とされている己の存在感。 

・学習する。過去の経験の上に立ち、新しい知識や技術を 

習得する。 

・無理・困難だと思ってもやってみる。 

・外国語を勉強する。 

・自分のことは自分でする。特に家事をする。 

・健康管理・維持のため、適度な運動を欠かさない。（中略） 

生きるには自己責任が基本であろう。長生きするには若い頃 

から健康管理、経済的な蓄え、老後の生活設計を持つ必要が

ある。自立精神の涵養が大切ではないだろうか。  


