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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

本日は大阪東 RC の幸田様と岩本様のお二人の

お客様をお迎えしております。ようこそいらっし

ゃいました。 

先週の週報で報告させていただきました通り、

11 月 27 日に大阪天満橋、大手前、中之島の三世

代合同例会が太閤園で盛大に催され、合同社会奉

仕事業の成功を祝うとともに 3クラブの友情、親

睦を深めました。 

次年度は我クラブが企画担当ですので次年度役

員をはじめクラブ全体で準備していきましょう。 

また、翌 28 日は多田会員、鹿野会員とともに

大阪 RC の例会に出席してまいりましたが、老舗

クラブならではの例会運営の手法、雰囲気等につ

いて多くのことを勉強させていただきました。 

今週火曜日はゴルフ同好会主催のコンペに参加

し、この冬一番の冷え込みの中、たくさんたたい

て頑張ってまいりました。 

水曜日には入院中の福井会員のお見舞いに行っ

1 配布物について 

①ロータリーの友 12月号 

②一般社団法人ロータリーの友事務所より昨年度

の事業報告書 

③理事の方にガバナー月信 12月号 

2 本日と明日 地区大会です。会場は本日がシェラ

トン都ホテル大阪、明日がフェスティバルホー

ルです。受付の際に必要な名札をお忘れなきよ

うお願いします。 

3 次週は 1月度理事会です。出席義務の皆様宜し

くお願いします。 

4 再来週 19日は Xmas例会です。 

5 今月 4週目 26日は例会はお休みです。 

てまいりましたが、優しい奥様の付き添いのもと、

年内復帰を目指し、まじめに治療に専念している

様子でした。福井会員の一日も早い復帰を期待し

ております。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        ４．みんなのた４．みんなのた４．みんなのた４．みんなのためになるかどうかめになるかどうかめになるかどうかめになるかどうか    

2014 年 12 月 12 日 第 1523 回例会 
家族月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((11112222 月月月月 11119999 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･例会（･例会（･例会（･例会（17171717：：：：30303030～～～～    ））））    

････クリスマス家族会クリスマス家族会クリスマス家族会クリスマス家族会（（（（18181818：：：：10101010～～～～    ））））    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢シャボン玉｣シャボン玉｣シャボン玉｣シャボン玉｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢アメリカ西海岸アメリカ西海岸アメリカ西海岸アメリカ西海岸の旅の旅の旅の旅をををを振り返り｣振り返り｣振り返り｣振り返り｣    

山本山本山本山本    依津子依津子依津子依津子会員会員会員会員    

････1111 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    「「「「クリスマスソングクリスマスソングクリスマスソングクリスマスソング」」」」    

――――    幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告    ――――    



長谷・・・地区大会、皆さん出席しましょう。鹿

野さん、卓話楽しみです。 

犬伏・・・大手前ゴルフコンペで優勝しました。 

金髙・・・先日、ゴルフで賞金かせぎをしました。

鹿野さん、卓話頑張って下さい。 

鹿野・・・卓話よろしくお願いします。 

木村・・・寒風の中のゴルフコンペつらかった！

楽しかった！ 

小林・・・鹿野先生、卓話楽しみにしています。 

河野・・・岡田様、ご祝儀ありがとうございます。 

中村(不)・お祝い表彰有難うございます。寒くな

りました。お体ご自愛下さい。 

中野・・・先週欠席のお詫び。 

中田・・・欠席続きで反省しています…。鹿野さ

んの卓話たのしみにしております。 

西尾・・・プレゼントいただく(結婚記念日)自祝。 

岡田・・・先日のゴルフ同好会コンペ、とても楽

しかったです。 

 国内ビジター 2名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  24名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  6名 

<12 月 5 日の出席率 82.35％>  

Make up を含む 11/14 の出席率 90.00％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会    

委員長委員長委員長委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

先日、皆さんのところに｢クリスマス家族会のご

案内｣と｢南淡路への日帰りバスツアーのご案内｣

を届けています。ご家族とご相談いただき一人で

も多くのご参加をお待ちしています。準備の都合

上、それぞれ期日までに申込みをお願いします。 

・・・・社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平 

12 月 13 日(土)に開催される大手前整肢学園ク

リスマス会でのバザー用の商品を募集していま

す。先日、ポスティングしております資料をご一

読いただき、宅急便にて 12 月 12 日(金)までに、

同学園へ直送いただきますようお願いいたしま

す。 

尚、売上金額は 150,000円を目標としています。

お一人様、何点でも結構ですので、温かい気持ち

をお寄せ下さい。 

開催日：2014年 12月 5日(金) 

出席会員数：28名 

(会員総数 36名、内出席規定適用免除会員 6名) 

去る 10月 31日の指名委員会で指名され、例会

で発表された次年度理事・役員候補者 11名が全

員当選し、下記の通り決定いたしました。 

2012012012015555～～～～2012012012016666 年度クラブ役員・理事年度クラブ役員・理事年度クラブ役員・理事年度クラブ役員・理事    

〈役員〉        〈理事〉 

直前会長   金髙好伸  理事 河野裕一 

会長ノミニー 岡本雄介  理事 松浦貞男 

副会長    岡田耕平  理事 曽我部律夫 

幹事     竹森敏麿  理事 辻村和弘 

会計     中田圭子  理事 山本依津子 

SAA         長谷裕代    

大蔭・・・結婚記念日自祝！33回目です。 

大本・・・ゴルフ同好会、佐々木会員、松浦会員、

楽しいラウンドありがとうございまし

た。本日、明日地区大会です。よろし

くお願いします。鹿野会員、卓話楽し

みです。 

佐々木・・第 2回ゴルフ会、寒さと風の中で大変

でした。犬伏さん、優勝おめでとうご

ざいます。 

曽我部・・年賀状省略しています。申し訳ありま

せん。 

辻村・・・昨日、福井会員のお見舞いに行ってき

ました。いつも通りお元気でした。 

 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥60606060,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,121212124444,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    

――――    年次総会年次総会年次総会年次総会報告報告報告報告    ――――    



｢｢｢｢高齢者施設について高齢者施設について高齢者施設について高齢者施設について｣｣｣｣    

鹿野鹿野鹿野鹿野    浩一浩一浩一浩一    

 日本は世界でも類をみないスピードで超高齢化

社会になりました。認知症の高齢者は 400万人と

も 800万人とも言われ、現在も増加しています。

核家族化が進行した影響で独居老人も増えていま

す。在宅介護には限界があり、高齢者施設は必要

です。 

 高齢者施設は医療保険と介護保険で運営されて

おり、医療保険で運営されている施設は療養型病

院で他は介護保険で運営されています。 

また運営主体による分類では医療法人が運営し

ている施設は療養型病院、老人保険施設、社会福

祉法人が運営している施設は特別養護老人ホーム

で、営利企業でも運営できる施設にはグループホ

ーム、有料老人ホーム、小規模多機能施設があり

ます。 

各施設の分類は医療度、介護度の必要性により

分類されていますが、実際はいろいろなタイプの

高齢者が混在しています。 

 僕が運営している医療法人浩治会は 2000年に

JR大阪城公園駅に介護老人保険施設大阪城ケア

ホームを開業し、2005年に地下鉄千日前線今里駅

に介護保険施設大今里ケアホームを、本年地下鉄

谷町線千林大宮に特定機能付き有料老人ホーム大

宮ケアホーム光を開業しました。 

60年以上の歴史がある医療保険と違い、介護保

険は発足してまだ 10数年しかたっていません。

制度自体がまだ整備中で数年ごとに改定を繰り返

しています。 

 長寿命化が進んだ現代社会において、大部分の

人はいつか介護の世話になります。介護施設を選

ぶ時、ソフト面とハード面両方を検討してくださ

い。 

ソフト面はどういう人が運営しているか、ハー

ド面はどういう設計士や建設会社が建てたかで

す。後者はあまり検討されませんが非常に大事で

す。 

幹事幹事幹事幹事    大本大本大本大本    達也達也達也達也    

2014ー15 年度 2660 地区の地区大会がシェラ

トン都ホテル大阪で大阪帝塚山 RC のホストで 

開催されました。ホストクラブ会長の開会挨拶そ

して泉ガバナーによる来賓そして RI 会長代理朴

泳求氏の紹介があり、ガバナー、会長代理がそれ

ぞれ挨拶されました。今年度の RI のテーマであ

る｢ロータリーに輝きを｣に相応しい熱い朴会長代

理のメッセージでした。 

後半の分科会では宗教家で高野山大学学長であ

る松長有慶先生が｢日本の心｣というテーマで講演

されました。｢命の繋がり｣の大切さ、そしてアジ

ア、日本の文化や価値観を世界に発信する事が世

界平和に必要とされているという事でした。例会

後にご参加下さった会員の皆様ありがとうござい

ました！ 

尚、大会 2日目、上程された議案 2件①会員資

格についての条項の改正②ロータリーフェスティ

バルの各クラブの拠出金については地区の案で承

認されました。 

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 11112222 月号より月号より月号より月号より    ――――    

｢｢｢｢寝たきり老人ゼロ作戦寝たきり老人ゼロ作戦寝たきり老人ゼロ作戦寝たきり老人ゼロ作戦｣｣｣｣    

平塚北ロータリークラブ平塚北ロータリークラブ平塚北ロータリークラブ平塚北ロータリークラブ    山梨山梨山梨山梨    煕一郎氏煕一郎氏煕一郎氏煕一郎氏    

((((第第第第 2780278027802780 地区地区地区地区    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県    内科医内科医内科医内科医))))    

 日本では少子高齢化が急速に進んでいる。これ

は出生数が減り、平均寿命が伸びているためであ

る。 

 治しても治してもヨロヨロになってまた病院に

戻ってくる高齢患者は多い。診るたびに症状も悪

くなっている。医療だけではとても解決できるも

のではない。 

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    ――――    地区大会地区大会地区大会地区大会報告報告報告報告    ――――    



・・・・12121212 月月月月 12121212 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

1月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 11113333 日日日日((((土土土土))))        ＭＵ事業ＭＵ事業ＭＵ事業ＭＵ事業    

大手前整肢学園クリスマスバザー 

   (大手前整肢学園) 

・・・・12121212 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        17171717：：：：30303030 例会例会例会例会    

18181818：：：：10101010 開宴開宴開宴開宴    

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・1111 月月月月 2222 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・1111 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

2月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・1111 月月月月 23232323 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

クラブ協議会（上半期報告・下半期計画） 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) 

・・・・1111 月月月月 31313131 日日日日((((土土土土))))        7777：：：：33330000 出発出発出発出発    

南淡路日帰りバスツアー 

   (帝国ホテル 1 階集合) 

・・・・2222 月月月月 6666 日日日日((((金金金金))))            

ノミニー理事会 

   (場所未定) 

・・・・2222 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

3月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

 これには介護保険の利用と、認知症対応、対策、

かかりつけ医が最後まで診ることができるシステ

ムが必要になってくる。 

 これには QOL(Quality of Life 生活の質) ― 

どのように人生の最後を全うするかの視点が大切

である。さらに QOD(Quality of Death 死の質) 

― 死に方も考える必要がある。 

 人生の全てをみとることができる医師が地域に

たくさんいて、市民に安心を与えられるように変

わっていかなければならない。これにはかかりつ

け医の機能の向上も必要である。シルバー民主主

義の到来である。 

 欧米には寝たきり老人がいないのはなぜか。こ

れは口から食べられなくなるのは当たり前、胃ろ

うや点滴などは非単利的であると国民が認識して

いる。逆にそんなことをするのは老人への虐待だ

という考えが多いからだろう。寝たきりゼロを目

指す 10か条を考えてみた。 

①脳卒中と骨折の予防。寝たきり予防への第一歩。 

②寝たきりは寝かせきりからつくられる。 

③リハビリは早期開始が効果的。始めよう、ベッ

ドの上から訓練を。 

④暮らしの中でのリハビリは、食事、排泄、着替

えから。 

⑤朝起き、まずは着替えて身だしなみ、寝食わけ

て生活のメリとハリ。 

⑥｢手を出しすぎて、目は離さず｣が介護の基本。

自主の気持ちを大切に。 

⑦ベッドから移ろう、移そう車いす。移動を広げ

る機械の活用。 

⑧手すり付け、段差をなくし住みやすく、アイデ

ア生かして住まいの改善。 

⑨家庭、社会でも喜びを見つけ、みんなで防ごう

閉じこもり。 

⑩進んで利用、機能訓練、デイサービス。寝たき

りなくす人の和、地域の和。 

以上、述べたように脳卒中、関節痛、腰痛、骨粗

しょう症、認知症などへの早期の予防。寝たきり、

転倒の予防などが重要である。 

 

 

  

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

12121212 月月月月 11119999 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪 5555 階｢階｢階｢階｢八重八重八重八重の間｣の間｣の間｣の間｣    

12121212 月月月月 11112222 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

帝国ホテル特製ハヤシライス帝国ホテル特製ハヤシライス帝国ホテル特製ハヤシライス帝国ホテル特製ハヤシライス    

サラダサラダサラダサラダ    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    


