
２０１７年６月 ５日（晴れ） 第１週 第２１９６回例会

Song ”君が代・それでこそロータリー”

Guest 米山奨学生 権 貞恩 さん

牧田日出男氏（学戸ホタルの会）

Attendance

会員 ７９名 欠席 １３名 出席率 ８０．５９％

President Time 篠田正志 会長

6月10日から14日、第108回ロータリー国際大会が、

風と共に去りぬの舞台でもあり、CNNやコカ・コーラの本

社があるアメリカの南部アトランタで開催されます。国際

大会は、毎年世界130か国のロータリアンが集まって盛大

に開催されるロータリー最大のイベントです。1905年に

ポール・ハリス氏他3名で創立したシカゴ・ロータリーク

ラブは、1910年全米ロータリークラブ連合会となり、後

年これがRIの創立と位置づけられました。そして同年シカ

ゴで第1回ロータリー大会が開催されました。この時の演

説で発表されたのが「He profits most who serves his

fellows best（仲間に最もよく奉仕する者が最も多く報

いられる）です。そして翌年ポートランドで行われた第2

回大会にて標語として承認されました。また、「Service a

bove self（超我の奉仕）」の標語が生まれるきっかけとな

った「Service, not self（無私の奉仕）」が紹介されたの

もこの第２回大会でした。国際大会とは、世界中の友と奉

仕への熱意を分かちあい、改めて胸に刻み、元気なクラブ

づくりへの意欲を高め、ロータリアンとしての意識を高め

る絶好の機会です。今年度はロータリー財団100周年とい

う節目の年で、ロータリー財団生誕の地であるアトランタ

での開催です。100年前の1917年にこの地で開かれたロ

ータリー大会で、当時の会長アーチ・クランフ氏が「私達

は、自分の為だけに生きるべきではありません。誰かの為

に良い事をする喜びの為に生きるべきです」と、「世界でよ

いこと」をする為の基金の創設を提案。わずか26ドル50

セントの寄付から始まった財団は、人道的奉仕の最前線で

世界の何百万という人々の生活をより良くするために、こ

れまでに30億ドル以上の支援をしてきました。疫病との闘

い、きれいな水の提供、基本的教育の支援、ポリオ撲滅等、

何千というプロジェクトが財団に支えられています。

財団生誕の地で100周年を祝い、「世界でよいこと」をし

てきた1世紀を誇りをもって振り返りながら、これからの1

Today ６月１９日（第２１９７回）

担当 大西晃弘 親睦活動委員長

演題 あまRC創立記念夜間例会

於 名鉄GH 18:00点鐘

（お昼の例会振替）

Next Week ６月２６日（第２１９８回）

担当 篠田正志 会長

演題 役員・理事退任挨拶



世紀の課題を考えるアトランタ国際大会。生誕100年を祝

う誕生パーティー、記念誌著者のサイン会、上映会、ビル

・ゲイツ氏による「ポリオのない世界」の講演などの特別

イベントが目白押しです。見聞を深めつつも、目一杯楽し

んできたいと思います。参加される皆様よろしくお願いし

ます。

Secretary Report 黒川元則 幹事

１ 次週6月12日（月）は定款による休会です。次回例会

は6月19日（月）創立記念夜間例会です。お昼の例会

振替です。

２ ロータリー情報ハンドブックのご案内

1冊 3,000円 6月下旬発刊

※希望者は事務局までお知らせ下さい。

３ ロータリー入門書のご案内

1冊 800円

※希望者は事務局までお知らせ下さい。

氏 名 加藤 文彦
か と う ふみひこ

生 年 月 日 昭和４８年３月６日

事 業 所 名 丸文建設（株）

同 上 英 文 Marubun Kensetsu

所 在 地 〒490-1104

あま市西今宿郷内ニ45

ＴＥＬ ０５２－４４４－００２８

ＦＡＸ ０５２－４４１－００２８

職 業 分 類 土木工事

ス ポ ン サ ー 篠田正志、河村昭利

所 属 委 員 会 会場

最 終 学 歴 愛知大学 経営学部経営学科

趣 味 旅、剣道、テニス、スキー

蟹江学戸ホタルの会へ助成金進呈

米山奨学生 権 貞恩さんに奨学金贈呈

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

新会員研修会参加の皆様、お疲れ様でした。高山ロー

タリー情報委員長、有り難うございました。また東海

君、研修お世話になりました。



加藤文彦君、入会おめでとう。

青本君、本日の卓話、よろしくお願いします。

横井久雄 副会長

5月31日新会員研修会ご参加の皆様、ご苦労様でした。

また大変勉強になりました。

加藤文彦君、入会おめでとうございます。心より歓迎

いたします。

青本君、本日の卓話、よろしくお願いします。

黒川元則 幹事

高山君、東海君、新会員研修会有り難うございました。

青本君、本日の卓話、よろしくお願いします。

加藤文彦君、入会おめでとう。

大竹敬一君

6月26日の例会を欠席します。篠田正志会長、申し訳

ありません。

西川広樹君

久し振りに例会に出てきました。

児玉憲之君

次年度プログラム委員会IDMを開催しました。次年度

プログラム副委員長渡辺パスト会長、ご指導賜り有り

難うございました。黒川幹事、田邊副幹事、ご参加い

ただき有り難うございました。

伊藤正征君

日頃より心温まるお言葉、ご投函有り難うございます。

ニコボックス、残すところ2回となりました。今日現

在の集計約250万。目標の300万まで残り約50万。

会員の皆様のご協力、よろしくお願い申しあげ、ご報

告とさせて頂きます。

木下章吉君

クラス会が東京で開かれたので出席しました。64年前

に卒業した学生時代を思い出し、懐かしい会合でした。

栗木和夫君

MAX体重から2週間で3.2㎏減量出来ました。中西君、

辛いですね！

立松絹久君

本日は会議が目白押しです。出席の皆様、ご苦労様で

す。

山田幸治君

今年、ロンドンからクィーン・エリザベスに乗って、

スペイン・ポルトガルに行く予定です。ロンドンでテ

ロが多発しているので心配です。

足・腰が痛んで歩行困難です。北島君の店でマッサー

ジをしても治りません。先月、整形外科で薬を貰って

飲みました。ふらふらすると書いてありました。椅子

から落ちて、尾てい骨をいやと言うほど打ちました。

山田尊久君

蟹江町学戸ホタルの会会長、牧田日出男様、ようこそ

あまRCへ。

コールスイーツ、緑区民音楽祭で、一段と向上出来ま

したね。

栗木君、沢山有り難う。しっかり面倒をみます。

黒野晃太郎君

昨日、緑区の合唱祭、楽しく歌うことが出来ました。

野田先生のピアノ演奏、素晴らしかったです。

田邊正紀君

児玉君、渡辺君、プログラムIDM有り難うございます。

本日の現次合同理事会、よろしくお願いします。

東海広光君

新会員研修会出席の皆様、お疲れ様でした。積極的に

会員の皆さんと会話をし、ロータリーを楽しんで下さ

い。

コーラス部緑区音楽祭出席の皆様、お疲れ様でした。

次は第22回全日本ロータリークラブ親睦合唱祭です。

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで頑張りましょう。

篠田正志年度もあと1ヶ月。ラストスパートでゴール

を駆け抜けましょう。

後藤袈裟美君

新会員研修会、充実した研修会でした。出席の皆様、

ご苦労様でした。

池﨑晴美君

新会員研修会、有り難うございました。先輩方が築い

てこられたロータリーで、今後沢山学ばせて頂きたい

と思います。ご指導よろしくお願いします。

今西邦弘君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

伊藤英毅君

昨日、緑区文化小劇場で、コーラスの発表会に参加し

ました。参加の皆様、ご苦労様でした。

岩島裕芳君

ニコボックス、頑張って下さい。



前田由幸君

5月31日の新会員研修、東海君、高山君、横井君、黒

野君他皆様にお世話になりました。

宮下忠克君

ドラゴンズ大好きでも、ジャイアンツには同情します。

頑張れ巨人。

水野 眞君

父の日コンサートで、少年少女レディスゴスペル、銀

の鈴合同で、お父さん有り難うを唱ってきました。安

城ホールで。

水谷安紀君

ニコボックス、お疲れ様です。

清水栄達君

新会員研修会、参加させて頂き有り難うございました。

大変勉強になりました。

竹田竜一郎君

新会員研修会に参加させていただきました。皆様、大

変有り難うございました。

山田幹夫君

後藤眞君、黒川君、昨日は親切にご指導を賜り、誠に

有り難うございました。今後ともよろしくお願いしま

す。

6月誕生日をお迎えの方々より

合 計 ９７，０００円

卓 話

「介護のしくみ」

青本道春君

現在人は二人に一人が癌にかかると言われています。確

率は二分の一です。一億二千万人いたら六千万人かかりま

す。しかし病気や交通事故で亡くならない限り、一億二千

万人100％老いるわけです。地球上75億人全ての人が老

いる。凄いことです。と言うことは介護を真剣に考えるこ

とが大事だという事です。健康で家族に迷惑をかけずに死

ねるのはごく一部の人たちだけです。できるだけ迷惑をか

け無いようにするには常日頃から気を付けて、自分の頭と

足と手を活動させる事です。またどんなに気を付けても、

運命のいたずらで介護が必要な時が来る人が大勢います。

もしも自分の家族にその時が来たらどうすればよいか？

◎まずは相談する所に相談に行きます。

１．介護が必要。（家族が介護が必要と察する）

２．各施設に相談。市役所・区役所・各施設・特別養護老

人ホーム・居宅介護支援センター等近くの施設に行って、

職員の誰でもよいから相談してください。たいていは親切

にあそこへ行ってくださいと教えてくれます。介護の必要

な人の状況をできるだけ詳しく説明すればいろんなことを

アドバイスしてくれます。

３．介護認定・認定資格を持った介護支援専門員（通称ケ

アマネ）と医師で認定し、最終的に認定審査会で決定。そ

の折、家族は介護が必要な人の情報をできるだけ詳しく知

らせる。自立・要支援1・2、要介護1・2・3・4・5。

４．現地点でどんな支援が妥当か判断する。

５．利用者にあった施設を選定決定。（自宅を選んだ場合に

も、どの程度介護保険を利用できるか相談してください）

※どうしてもわからない場合には、私ども特別養護老人ホ

ーム希望の郷に来てください。全面的に相談に乗ります。（皆

さんの近所の人・友人誰でも受け付けます）

◎各種介護施設

１．特別養護老人ホーム。（月の必要金額6万円～13万円

位、人によって違います）

２．有料老人ホーム。（いろいろ、たいていは高い）

３．グループホーム。（特養よりもほんの少しだけ高い）

４．サービス付き老人ホーム。（いろいろ、いろんなかたち

で料金が発生する）

５．ショートステイ。（特養と同じ位か少し高い。場合によ

っては安い事がある）自宅で介護疲れ・冠婚葬祭・旅行・

突拍子もない用事、こんな時に利用。特別養護老人ホーム

希望の郷にもあります。



６．デイサービス等。（いろいろ）

７．その他の施設。（ケアハウス等）

◎入居した場合

「施設のシステム・担当がどのような入居者の支援をして

いるか」

〇施設長・施設全ての責任者。

〇相談員・最初に家族の相談にのる人又何でも相談する人。

（入退去に関する全ての事に相談にのる人）

〇介護支援専門員（ケアマネージャー）・自立に向けての生

活ケアプランを立てる人。

〇管理栄養士・食事に関する相談を（栄養管理等）する人。

〇看護師・健康管理。（看護全般医師と相談し薬等を決める

等）

〇介護士・三大介助（食事介助・入浴介助・排泄介助）、緊

急時の見定め・娯楽や話相手、日常生活全般の支援。

〇リネン・衣類等の洗濯と整理整頓等。

〇清掃・施設内外を清潔に清掃し、入居者が気持ちよく生

活できる空間を作る。

〇事務・入居者・職員全般の経理・総務業務等。

〇宿直・入居者・職員が安全に過ごすため、夜間警護・緊

急時の運転等。

外部委託

〇嘱託医・入居者の健康管理。

〇産業医・介護職員の健康管理。

〇各医師。（歯医医・眼科医、）

〇理美容。女性は美人に、男性はハンサムに意識がなり、

元になります。そして清潔に。以上入居者と家族が安心

・安全に心がける仕事分担システムです。施設一年間の行

事が月づきにあり、慰問もあり、楽しく変化のある暮ら

しをするように支援努力しています。

◎自宅で介護のお勧め

１．昔の生活の良さを取り戻す。（目上の人を敬う、父母を

大事にする、年寄りを大事にする）

２．自宅で介護、家族が介護するのが当り前の環境を、介

護が必要でないときから努力する。

３．自宅で3世代・4世代で暮らす事。（嫁と仲良くする事

・場合によっては我慢）

４．息子が結婚するときの条件とする。（難しい場合も多々

ある）

５．夫婦が同じ部屋で過ごし、寝る事。（互いに異常を早く

察する）

以上青本お勧め努力提案五カ条です。尚、このままでは家

庭崩壊になる。介護する人が倒れてしまう。この場合は特

別養護老人希望の郷に相談する事。何でも相談を受けます。

追伸・この間、駅まで歩くのにおばさんに追い抜かれまし

た。私も老いたのだろうか？あなたは気が付くだろうか？

親睦活動委員会

６月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

光岡 朗 S9.6.4 後藤美智子 9.6.1

宮下 忠克 S22.6.3 （袈裟美）

立松 絹久 S31.6.6 山田 旬子 6.3

今西 邦弘 S.36.6.１ （幸治）

北澤 英一 S.39.6.25 古川香代子 6.20

中島 英之 S40.6.26 舩原 里子 6.22

加藤 徹 S41.6.14 田中 裕子 6.13

田邊 正紀 S44.6.7 （正博）

石田真理子 6.16

大西 恵子 6.28

稲垣美由紀 6.2

（秀樹）

敬称略

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 28

「蟹江城址 －蟹江町」

蟹江城は、城址碑文によると永享年間（1429年～144

0年）に北条時任が築城したとされる。本丸･ニノ丸･三ノ

丸の三郭があったといい、大野城･下之市場城･前田城の3

つの支城があった。天正12年(1584)に秀吉軍と織田・徳

川連合軍によるこの城をめぐる蟹江合戦がおこり、織田・

徳川連合軍が勝利した。城は激しい戦火と翌年に起きた大

地震で大破し、再建されることはなかった。現在は城跡に

石碑のある城址公園があり、その西には本丸井戸が残って

いる。



「六門樋門 －弥富市」

長さ46.3ｍ、幅3ｍ、川床からの高さ5.2ｍの、人造石

と煉瓦による樋門である。人造石とは、真砂土と石灰を混

ぜて用いるもので、水中で固まるため当時の水制構造物に

多用された。立田村（現愛西市）の悪水を鍋田川に落とす

ため、明治34年（1901年）に立田輪中人造堰樋門が造ら

れたが、上手く機能しなかった。そのため、排水先を筏川

に変更して造られたのがこの樋門である。最初に明治39年

（1906年）に3門が造られ、その後、明治45年（1912

年）・昭和3年（1928年）に拡張されて現在のような六門

の姿となった。この樋門の所在地である前ケ須周辺には、

多数の樋門が存在している。これらの樋門が複雑にからみ

あって当地の水の役を担っていた。

ロ シ ア 紀 行 １１

山田幸治君

大修道院の中には沢山の教会や塔があってガイドの説明

も届きません。帰りの集合時間だけは伝わりました。

トロイツェ・セルギエフ大修道院入り口

「黄金の環」の観

光を終わって、モ

スクワに戻ります。

またまた渋滞に出

会いました。モス

クワ市内に入ると

トロリーバス、市

電、市バスが走っ

ており、車も多く

て混雑そのもので

す。ヤマハの楽器

店を見かけました。

外務省の高層ビルもあります。市内で観光バスを降りて、

旅行社指定の土産物屋に行きました。ここでは見るだけで

何も買いません。高いに決まってます。

30分の自由時間があり、モスクワで最も繁華なアルバー

ト通りに急ぎました。そこには沢山の土産物屋があって、

次々と見て回りました。気に入った店に入り、毛皮の帽子

や大統領のマトリョウシカ、トランプ、絵はがきなどを買

いました。


