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♦会長挨拶          湯浅会長 

会員の皆さま、お変わりございませんでしょう

か。 

先週１１月４日（水）に藤沢市からの救急車贈

呈式に出席し

て来ました。

栗原さん・森

井さん・永松

さ ん ・ 松 長 

さんご協力あ

りがとうござ

いました。 

当クラブのカ

ンボジア支援

に関する記事

が翌水曜日の

読売新聞に記載されました。また、タウンニュ

ースにも掲載されました。藤沢南ロータリーク

ラブの宣伝になったと思います。 

本日は例会後、総会を開きます。指名委員会よ

り来年度の会長・幹事等の役員を指名させてい

ただきます。よろしくお願いします。 

コロナこの中、家での時間が増えたため、本箱

に収められた昔読んだ本の中から、長編の小説

を読み直しています。先ず、吉川英治の「太平

記」を読み終わりました。昔と違った新しい感

想が生まれ新鮮な気持ちになりました。 

現在吉川英治の「新平家物語」を読んでいると

ころです。平清盛といえば悪人のイメージが強

く、それほど興味のわく人物ではありませんで

したが、この年になって読み直すと、新しく起

こった武家勢力と平安朝の貴族勢力のせめぎ

あいの中で、貴族に変わって武家の時代を切り

開くために奮闘する様子がよく描かれている

ことに気づきます。平氏一族を一人で抱えて、

後白河法皇との心理作戦を行う場面など映画

を見ているように書かれています。 

また、戦闘の場所や名所や寺院などをパソコン

使って、実際の写真や地図を見ながら読み進め

ています。登場した人物もウィキペディアで調

べながら読んでいます。 

昔と全く違った読書方法に気付きました。 

これが意外と新鮮です。 

パソコンの普及のすばらしさを改めて感じて

います。 

皆さんもいかがでしょうか。 

本日の挨拶はこれで終了します。 

今日も例会を楽しんでください。 

例会日■2020 年 11 月 9 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 ········· 湯浅会長 

四つのテスト         髙岡会員 

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     コロナ禍で中止 

会長挨拶 ········· 湯浅会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

＜年次総会＞ 

卓話： 川島進会員、大和田章夫会員 

閉会点鐘 ········· 湯浅会長 

http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
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♦来賓ビジター 

  

◆本日のプログラム   

＜年次総会＞ 

卓話：川島進会員、大和田章夫会員 

栗原社会奉仕委員長 

   

2780 地区久保田ガバナー、小巻国際奉仕委員

長から、インドからの新型コロナウイルス感

染患者、搬送用車両調達の為の緊急支援要請

に際しての寄付金 16,407 ドル(1,722,733 円)

にお礼通知書が来ました。  

       

川 島  進 

１ 自己紹介 

・入会は平成１７年７月４日で、大谷靖夫会

長時代で森谷吉一氏の紹介で入会させて 

頂いた。第３２代会長をどうにか勤めさせ

て頂いた。 

・私は３４年間の公務員生活の後、実質両親

の介護では３０年間を引き受け、現在、介

護施 設と保育施設の経営を、法人理事長

と総合施設長兼務で、４市内、１０か所で

事業運営に携わっています。職員数常勤約

２００人非常勤約１４０人です。 

・湯浅会長が先日ピータードラッカーの本か

ら、パラレルキャリアの話が合ったが、 

 まさに私は福祉と農業で多忙、なかなか

土日は参加が厳しいのが現状。   

２ 高齢者介護の仕事に携わる契機は？   

・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

きた経験でからで、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１

７億円の整備がかかる。  

３ 介護を取り巻く特色  

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―個人の自立、世帯人

員の減少（１世帯当たり２．３２人） ３

世代家族等は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 

・費用負担私達は一か月５千円以上の護保険

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％最大の要

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
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で気を付けてください。 

・センタード・パーソン・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か所にてデイサ  

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。一か月入院すると戻るのに３か月かか

る。  

５ 介護をするにあたっての柱や考え方 

・ 人は小さな図書館である。一冊の本から大

きな図書館、小さい図書館、そして消える 

・ 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 

・ 会話とコミュニケーション力をどう鍛える

か。言葉だけが伝へる手段ではない 

・介護労働の本質。生活総合職、持てる機能

の維持を如何確保するか？  

６ 介護や保育の現状 

・人材難、１７年前と大違い 

・続々増える紹介会社から６０歳台の人材が

紹介される。外国人材の導入 

・株式会社の保育園の参入、保育に欠ける乳

幼児ではなく、社会生活環境の一つ 

・孤立する保護者、安全重視の問題とは「特

養あずみの里裁判」での問題意識 

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会わない人の方が

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。新卒が派遣会社を使

う時代。派遣会社の乱立。 

・厚労省の人員配置基準では到底運用できな

い。（基準３：１、実情は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、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。 

９ 二つのエピソード 

（１）ベトナムの紹介                                   

 ・EPA エコノミックパートナーシップア

グリメントを受けて、今月来日、１月より

勤務する。 

 ・ベトナム ９６２０万人、面積３２万平

方キロ（日本３７万）ベト族が主な民族 

 ・シンチャオ（こんにちは）、タンビエット

（さようなら）、１１月９日（タンムオイモ

ﾂチンガイ）今日は月曜日です（ホンナイラ

ートウハイ） 

（２）三島由紀夫割腹事件 

 ・１９７０年１１月２５日 森田必勝ら４

人の盾の会学生と共に市ヶ谷の自衛隊駐屯

地に侵入し、自裁。森田が介錯、森田を剣

道の有段者古賀浩康が介錯、森田は左翼学

生も認める肝の据わった若者であった。 
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大和田章夫会員は、ご自身の会社(株)不動マネ

ジメント、解体業界に新たな価値を生み出し

続けるサービスカンパニー。（ビジョン） 

「今ある建物を、壊すだけの仕事」という従

来のイメージを刷新し、解体したその先にあ

るべき土地の姿や、後ろに控える関係業者に

まで配慮をすることで、“サービス業”として

の解体工事を提唱、確立する。 

売上や資産、施工力といった数字で測れる指

標だけでなく数字には表れない、顧客や従業

員、関係業者、近隣住民の満足度、さらには

“かっこよく仕事をできているか”など、あ

らゆる観点から神奈川県ナンバーワンを目指

す。 

すべてのスタッフが、過程と結果の両面から

のサービスの質を追求し、クライアントに新

鮮な感動と、喜びを伴った驚きを与え、「選ば

れ続ける企業」として成長していく。 

 

趣味の時計の話などでした。 

 

 

 

 

   

又先日、藤沢、鈴木市長を訪ねてカンボジア

へ送る消防車授与式に湯浅会長、栗原社会奉

仕委員長、松長会員等で参加してきました。 

 

湯浅会長より指名委員会での決定事項を総会

にかけられ、全員賛成で可決承認されまし

た。 

指名委員会での決定事項の発表は高科委員長

がされました。承認された事項は次の通りで

す 

次年度会長、新井智代氏、幹事、芝直也氏、

次次年度会長、木本己樹彦氏、次次年度幹

事、羽原淑恵氏です。 
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深井例会運営委員スマイル発表 

   

  

♦出席報告   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  ♦次週プログラム予定 

11 月 16 日(月)  卓話：阿部剣朗会員 

        プログラム委員会 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 ２２名(免１名含) ６１・１１％ ８９・１９ 

本日欠席者：木本君、後藤君、陣内君、瀬戸君、竹内さん、中川君、羽原さん、松尾君、村井さん、

森君、森井君、安田君、山田君、吉田君、  

  メイク：新井さん、永松君       

スマイル BOX 

湯浅会長 

木枯らし 1 号も吹き、冬がせまってきました。 

毎週かよう甲府までの車窓も紅葉が深まってい

ます。 

本日は、川島さん、大和田さん、卓話がんばって

下さい。また総会があります。 

来年度の役員を指名していただきます。 

髙岡幹事 

川島様、大和田様、卓話よろしくお願い致します。 

コロナ防止のためには、部屋の湿度を 40％～

60％にするとよいと、昨夜の NHK の特番でやっ

ていました。皆様、お体大事になさって下さい。 

青木君 

大和田様、川島様、卓話たのしみにしています。 

 

 

 

阿部君 

川島様、大和田様、卓話楽しみにしています。 

皆さん、朝夕寒くなってきました。 

かぜ引かないようご留意して下さい。 

川島君 

つたない話になりますがお聞き下さい。 

芝君 

お世話になります。 

川島様、大和田様、卓話楽しみにしています。 

長谷川君 

川島様、大和田様、卓話よろしくお願い致します。 

楽しみにしております。 

深井君 

川島様、大和田様、卓話よろしくお願い致します。 

 

スマイル BOX 本日￥8,000.- 累計￥454,011.- 

  


