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◆会長挨拶 外丸会長 

お疲れ様でございます。梅雨らしくない梅雨が

明けて蒸し暑い日が続いています。体調に気を

つけて下さい。 

先週は、米山キャンペーンで海岸清掃へ永松カ

ウンセラー、森井米山奨学生委員長、新井さん、

前田さん、湯浅さんが参加してくれました。 

22 日は辻堂少年サッカー大会の協賛金を届け

に、長谷川社会奉仕委員長、木本会員、私で行

ってきました。 

この度、当クラブでロータリー入門書を 20 冊

購入致しました。新会員は勿論、購読して下さ

い。事務局にあります。 

会長、幹事会で必ず増強の話をする様に言われ

ています。毎月 15 日、月末の報告もです。 

川島さん、卓話よろしくお願いします。 

♦来賓ビジター紹介 

栗 芳（り ほう）さん（米山奨学生） 

今は、研究に専念しています！ 

◆幹事報告          入澤前幹事 

 

◆委員会報告 

深井会員：8/1(火)朝霞駐屯地視察の件 

陣内親睦委員長；8/21(月)BBQ 移動例会の件 

◆本日のプログラム 

卓話： 川島進例会運営委員長 

1. 自己紹介 

・私は 34 年間の公務員生活(人口衛生的異動） 

・14 年間の介護施設と保育施設の経営 

・実質両親の介護では 30 年間、現在法人理

事長と総合施設長兼務で、7 か所に事業運

営に携わっています。 

2. 高齢者介護の仕事に携わる契機 

・転倒事故で脳に大きなダメージを被った父 

 親を38歳の時から家族として介護を支え

てきた経験でから。 

・藤沢市の南西部で特養の空白地区で行政か

らの依頼があった。 

・以前は迷惑施設であった。今は保育園の方

が嫌われる。 

・一施設で特養は 11 億から 17 億円の整備

がかかる。 

3. 介護を取り巻く特色 

例会日■2017 年 7 月２４日（月） 会場■隠れ里 車屋開会点鐘■12：30 

■http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc 

■e-mail:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp 

事務局：藤沢市辻堂２-９-１横浜銀行辻堂支店内 TEL・FAX：0466-34-8949 

藤沢南ロータリークラブ            

プログラム 

開会点鐘 ·········· 外丸会長 

四つのテスト        入澤前幹事 

1. 真実か どうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4. みんなのためになるか どうか 

ロータリーソング 

 奉仕の理想 

 藤沢南 RC の歌 

ソングリーダー ···········  

会長挨拶 ·········· 外丸会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：川島進例会運営委員長  

 

閉会点鐘 ·········· 外丸会長 
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1) 長寿社会 108 歳の入居者を見送った 

2) 医療・食生活の向上 胃瘻 経管栄養 

ペースメーカー バルーン装着 

3) 家族構成の変化一個人の自立、世帯人数

の減少（1 世帯当たり 2，32 人） 

3 世代家族は 1 割程度 

  4）平成 12 年の介護保険制度発足の意味は

援助から権利へ。 

老人性痴呆から認知症へ 

  5）将来展望 

   ・費用負担私達は一カ月 5 千円以上の介

護保険料を支払う。地域包括,在宅重視 

4. 皆様に知っておいてほしいこと 

・認知症の種類と個人の差 アルツハイマー

型、ピック病、脳血管性型、レビー小体 型

等色々です。今若年性認知症も出ており、

65 歳以下で統計に表れた数は 2200 人。

65 歳から 69 歳は 1.5％最大の原因は加

齢。今 250 万～450 万。脳にダメージを

負った方は発症しやすいので気を付けて

下さい。 

・センタード･パーキンソン･ケアーを重要視。 

・グレーゾーンの MCI という軽度認知障害も

ある。 

・時代は変わった。様々な業種の会社が参入

している(電鉄、商社、コンビニ、建築会社、

不動産会社、コーヒー屋さんも)全国展開で

600 か所にデイサービスを展開する事業

所もある。（フランチャイズも含めて） 

・高齢者は転倒すると大腿骨頸部骨折をし易

い。一カ月入院すると戻るのに 3 カ月かか

る。 

5. 介護をするにあたっての柱や考え方 

・年齢分の 100 による「除」の理論。人は

小さな図書館である。 

・より良く生きることはよりよく死ぬ 

こと＝ターミナルケアとの関連 

 ・会話とコミニュケーション力をどう鍛える

か。言葉だけが伝える手段ではない 

 ・介護労働の本質。生活総合職、持てる機能

を如何確保するか？ 

6. 介護関連施設や支援制度について 

・①療養型病床 ②老人保健施設 

 ③特別養護老人ホームの介護保険 3 施設 

・養護老人ホーム、グループホーム、有料老

人ホーム、小規模多機能型居宅介護、通所

介護、通所リハビリ、訪問看護、居宅介護

支援、福祉用具、住宅改修、サービス付き

高齢者専用住宅 

7. 皆さんにご理解いただきたいこと 

・イコールフイテングのこと。(出自が違う。 

 お手上げになったら国のものになる) 

・認知症の症状はめったに合わない人の方が

気づく 

・3K 職場といわれているが実はそうではな

い。 

・どんなに優秀な職員でも「家族」を超えら

れない。面会が多い入居者は長生きする 

・家族で介護をしている方々へはぜひ応援を

してあげてください。 

・要介護 3 以上となったら当事者の理解や感

覚は有料でも特養でも変わらない。 

8. 現在の課題 

・特別養護老人ホームの全国で 3 割、神奈川

県内では 4 割が赤字 

 ・人材が不足している。人材会社の派遣や紹

介を使用せざるを得ない。新卒が派遣会社

を使う。派遣会社の乱立。 

 ・厚労省の人員配置基準では到底運用出来な

い。(基準 3：1、実状は 2：1) 

 ・入所は要介護 3 以上でないと入所できない。 

 ・現在は長期間入所待ちするような状況では

なくなった。ユニット型は有料と同じ位の

価格。 

 ・外国人介護職員が増加しつつある。 

 ・ショートステイやデイサービスでは縮小や

利用減、閉鎖も出ている。 

   特別養護老人ホームかりん 

♦他クラブ例会休会及び変更 

寒川 RC  8/14(月)→休会（クラブ定款により） 

藤沢 RC 7/26(水) 移動夜間例会 

     8/16(水) 休会(クラブ定款により) 

     8/22(火) 夜間移動例会(藤沢東 RC、

藤沢北西 RC と合同花火鑑賞会) 
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     8/23(水) 8/22 に振替 

藤沢北 RC 7/21(金) 移動例会 創立例会 

       於）銀座アスター 12:30 点鐘 

      7/28(金) 振替休会 7/29 エール

大学チャリティーコンサート 

      8/25(金) 振替休会 8/22 の 

8/22 江ノ島花火観覧 於)GARB 

 

♦出席報告 

  

 

     

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦次週予定 

7 月 31 日(月) 卓話：青木小四郎 SAA 委員長 

  テーマ＜臨安天目山の旅＞ 車屋 

 

会員数 出席義務者 出席免除者 出席者 暫定出席率 前々回出席率 

３８名 ３５名 ３名 ２４名(含免１名) ６６・６７％ ６６・６７％ 

本日欠席者：加藤君、倉田君、末木さん、瀬戸君、高岡君、高宮君、多田君、羽原さん、村井さん、

森君、山田君、吉田君  メイク＝阿部君、小倉さん、後藤君、前田さん、湯浅君 

スマイル BOX 

外丸会長 

お世話になります。 

川島様、卓話よろしくお願い致します。 

青木君 

川島様、卓話よろしくお願い致します。 

栗さんようこそ.米山のゴミひろいご苦労様です。

行けなくてすみませんでした。 

川島君 

今日予定の依頼した講師が体調不良で、私が拙い

卓話で代行します。 

木本君 

お世話になります。 

川島様、卓話よろしくお願い致します。 

クラブ管理運営委員会第 2 回ですが、年内スケジ

ュールがきまってきました。 

わからないながら学んでます。 

 

芝君 

お世話になります。 

久し振りの出席ですみません。 

永松君 

お世話になります。 

川島様、卓話よろしくお願い致します。 

先日は誕生祝ありがとうございました。 

今日はロータリーと宅建本部の仕事で、仕事さぼ

りすぎです。 

沼野井君 

川島様、卓話よろしくお願い致します。 

所用にて、先に失礼致します。 

スマイル BOX 本日￥7,000.-  累計\1,119,162- 

ﾛｰﾀﾘｰ財団募金箱 


