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副会長挨拶 　水谷由紀夫副会長

司 会
斉 唱

：
：
（松岡道弘会場委員）
「日も風も星も」

第1294回例会 職業奉仕・米山月間

　本日は、会員の本多清治さんのお作りに
なった特別養護老人ホーム「丹陽」での職場
例会です。素晴らしい施設で、入所される方に
とっても、ご家族の方にとっても、とても幸せな
ことと思います。しかし、特別養護老人ホーム
は、常時介護を必要とする人で、自宅では適切
な介護を受けることが難しい人が入所できる
施設ですが、希望するすべての人が入所でき
る訳ではありません。なぜなら、このような施設の絶対数が現状では
不足しているからです。厚生省の計画では、現在全国で約38万床ある
療養病床が2012年までに約15万床に削減されます。療養病床に
は、医療保険が適用になる25万床の医療型の療養病床と、介護保険
が適用になる13万床の介護型療養病床がありますが、医療型の療
養病床を25万床から15万床にしようとするものです。これは、家庭の
事情や介護施設が見つからないために、医学的治療が特に必要でな
いけれど、入院させてもらうといういわゆる社会的入院を減らして、医
療費を削減しようとするものですが、試算によると2014年には65歳
以上の人が今よりもっと増えますので、特別養護老人ホーム、老人保
健施設、介護型療養病床を利用できる人の割合は、現在の41％から
37％へ減少することになります。それで、これらの施設へは入れない
人は、結局在宅療養と言うことになります。最近は子供達と同居する
家庭も少なくなってきており、高齢者が在宅療養するということは、本
人にとっても、連れ合いにとっても、精神的、肉体的、経済的に大変な
ストレスになり、現実に介護疲れによる不幸な出来事も起こり、ニュー
スにもなっています。
　老人保健施設を含め、ケア付き高齢者住宅の整備率は、欧米では
高齢者人口の5％前後それに対し日本は1％前後です。医療費が多い
ので削減をしなければといわれていますが、国民総生産にしめる総医
療費は、先進諸国の中では最も低くなっています。一方で、公共事業に
投資される費用は、G7の日本以外の6ヶ国の合計より日本1国で使用
される費用の方がはるかに多いというデータがあります。老人医療、
老人福祉に対してはだんだん厳しさを増しているように感じるのは私
だけでしょうか？病気になったら長生きはしては行けない世の中にな
りそうな気がしますが、そんな世の中にはなってほしくないですね。

職場例会 於：社会福祉法人春岡会
特別養護老人ホーム「丹陽」
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豊山ー城北
※は休会・その他理由につきビジター受付はありません。
◆はサイン受付時間が17：00～18：00となります。
◇はサイン受付時間が17：30～18：30となります。
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次週11月2日（木）11時30分から4階「藤の間」にて推薦小委
員会、13時35分から第5回理事会、14時30分から第4回長期
ビジョン委員会が開かれます。関係各位はご出席下さい。
10月23日から10月25日まで、台北延平RCと30周年訪問の
件を打合せをして参りました。

・

・

幹事報告 天野正明幹事

豊田東RCの例会場及び事務局を下記の通り移転いたします。
豊田東RC例会場及び事務局移転のお知らせ

例会場：平成18年11月22日（水）例会より
〒471-0027　愛知県豊田市喜多町2-160
　　　　　　　ホテルトヨタキャッスル2階
TEL：0565-31-2211　FAX：0565-31-3588

事務局：平成18年11月6日（月）より
〒471-0027　愛知県豊田市喜多町2-160
　　　　　　　ホテルトヨタキャッスル8階
TEL：0565-34-4333　FAX：0565-34-4381

豊田RCの例会場を下記の通り移転いたします。
豊田RC例会場移転のお知らせ

例会場：平成18年11月16日（木）例会より
〒471-0027　愛知県豊田市喜多町2-160
　　　　　　　ホテルトヨタキャッスル2階
TEL：0565-31-2211　FAX：0565-31-3588

出席報告 八木沢幹夫出席委員長
会員73名　出席41名  （出席計算人数53名）
出席率60.38％ 10月19日は補填により 92.45％

豊田中RCの例会場及び事務局を下記の通り移転いたします。
豊田中RC例会場及び事務局移転のお知らせ

例会場：平成18年11月17日（金）例会より
〒471-0027　愛知県豊田市喜多町2-160
　　　　　　　ホテルトヨタキャッスル2階
TEL：0565-31-2211　FAX：0565-31-3588

事務局：平成18年11月4日（土）より
〒471-0027　愛知県豊田市喜多町2-160
　　　　　　　ホテルトヨタキャッスル9階
TEL：0565-36-0057　FAX：0565-36-0067
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次週卓話 　　11月9日（木）

本多清治君挨拶
　皆様こんにちは。本日は「丹陽」にお越し頂
き誠にありがとうございます。いろいろな方の
ご支援で、完成に至りました。入居者もほとん
ど決まっております。本日はじっくりとご見学
頂き、最新の介護設備をご覧いただきたいと
思います。

施設長挨拶
ただいまご紹介にあずかりました、施設長の
仲川と申します。11月1日オープンですが、一
度に入居は難しいので、オープン時に20名、
1ヶ月後に20名と徐 に々増やしていく予定で
おります。すでに定員80名以上のお申し込み
を頂いておりますので、以後の方は待機とい
う形になります。当施設を利用するには介護
認定が必要となります。介護は2ヶ月後に実
施されます。介護認定を頂くには一度役所へ
ご相談頂くこととなります。介護認定を頂いた後、私どもへご連絡を
いただき、入所に際しての手順をご説明致します。先ほど、日本のお
年寄りの人数の問題や、団塊の世代が高齢化というお話しがありま
した。そういう意味では、多くの方が待機をして頂くということになる
かと思いますが、判定委員会で話し合った上、入所を決めておりま
すので、先着順だけで決めることはありません。定員は特養で80名、
ショートステイで20名、合わせて100名が各自個室を持ち、10名単
位で生活をして頂く新型特養です。あとは実際にご覧いただくのが
一番かと思います。

仲川施設長挨拶の
後、施設内を2つの
班に分かれ見学しま
した。　

卓話講師

テ ー マ

：

：

名古屋市総合リハビリテーション事業団
職能開発課長　松田妙子様
「障害者雇用を進めるために」

会員卓話
テ ー マ

：
：
市岡正蔵君
「新入会員イニシエーションスピーチ」

・

・

・

・

野崎　洋二君

田中　隆義君

佐藤　一郎君

天野　正明君　　稲葉　　徹君　　渡辺喜代彦君
橋本　　章君　　髙須　洋志君　　伊藤　　豪君
髙木　　勝君　　森　　恒夫君　　守谷　巌樹君
鈴木　圓三君　　布目　　徳君　　森　真佐雄君
水谷由紀夫君　　亀井　直人君　　近藤　雄亮君
景山　和明君　　稲垣　　豊君　　松岡　道弘君
田口　　豊君　　平野哲始郎君　　江口　金満君
入山　治樹君　　堀　　慎治君　　八木沢幹夫君
田中　政雄君　　宗宮　信賢君　　長瀬憲八郎君

宇佐美貞夫君　　加納　　裕君

一昨日RC野球試合で、名誉の負傷（肉離れ）をしてしまいました。
平野哲始郎さんには病院までご同行下さり、ありがとうございま
した。本多さん、本日はおめでとうございました。
先日は歴代幹事の皆様に小生の還暦祝いをして頂き、ありがとう
ございました。職場例会、お世話になります。
本日、職場例会、ご出席ありがとうございます。よろしくお願い致し
ます。
佐藤委員長、大変ご苦労様です。本多さんお世話になります。

ニコボックス 八木沢幹夫ニコボックス委員長

ゴルフ例会 9月例会（281回）

　本年度、最初のゴルフ例会が、快晴の中愛知C.Cにて開催さ
れました。松井善則君が2アンダーで見事優勝、2位には入山治
樹君がパープレーでした。次回は4RC合同コンペが三好C.Cで
開催されます。皆様のご参加をお待ちしています。

9月29日（金）　於：愛知C.C
参加者11名 （敬称略）
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松井　善則
入山　治樹
岡村　達人
堀　　慎治
田中　政雄
松岡　道弘
髙須　洋志
内田　久利
平野　好道
稲葉　　徹
岩田　吉廣
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　R財団国際親善奨学生としてイギリス・ニューカッスル・アポ
ンタイン大学に留学中の都築由佳さんよりメールが届きました
　無事、23時間の長旅を終え、ニューカッスル空港の到着
ゲートに着いたとき、すぐにこちらのホストカウンセラーのロ
ジャー・グラント氏に出迎えて頂くことができました。
　すでに彼からのメールが届いたかと思いますが、到着した日
には街を案内していただき、最後に食べることに困るかもしれ
ないからと、数日分の食料までプレゼントして頂きました。
しばらくは週に１回くらいのペースでお会いすることができそ
うです。明日金曜から日曜まではウェールズにあるカーディフ
という街でロータリーの奨学生たちの集まりに出席してきま
す。大学の授業は来週から始まります。この約２週間は留学生
向けの各種説明会と、大学院の学科別の説明会などに出席し
ていました。社会学の修士コースで、私は唯一のヨーロッパ域
外からの留学生になってしまいました。ヨーロッパの学生は英
語に困ることがないようなので、ちゃんとついて行けるか心配
ではありますが、何より良い環境だと思います。来週から授業
が始まります。来週はホストロータリークラブのゴースト・
ウォーク（夜のハイキングだと思います）というイベントに参加
させて頂きます。そこで初めてクラブの方 と々その奥様方にお
会いすることになります。
　思いつくままに現状をお知らせいたしました。良いご報告が
できるよう頑張ります。

R財団国際親善奨学生 都築由佳さんよりメール

施設内見学の様子

「たこめし」
「さんまの軟らか煮」
「さんまの卵けんちん焼き」
「さつま芋のレモン煮」

真空調理法による料理の昼食会メニュー

「鶏肉の照り焼き」
「鶏肉の竜田揚げ」
「金平れんこん」
「揚げ芋と野菜の蟹わさびあんかけ」
「ひじきとパプリカのサラダ」
「キャベツと人参の浅漬」
「果物のシロップ漬」
「ミルクゼリーの抹茶あんかけ」
「筍ときのこののっぺい汁」
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