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2014～2015年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959年 9 月 15日 

ＲＩ承認 1959年 10月 17日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56巻第 87号 通巻第 2687号 

第 2687回 通常例会 

2015 年（平成 27 年）4 月 21 日 

12:30 点鍾 東金商工会館 4階例会場 

 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 

 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

卓話 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

髙橋邦夫会長 

「手に手つないで」 

小久保良行幹事 

和食 かしま 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

古川秀夫会員 

親睦委員会 

管理運営委員会 

髙橋邦夫会長 
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◆会長挨拶 

 
東金 RC 髙橋 邦夫会長 

 

4 月は国際ロータリーの雑誌月間（Magazine 

Month)です。公式機関誌「ザ・ロータリアン」と、世

界 31の地域雑誌があり、日本では『ロータリーの友』

がそれにあたります。ロータリークラブ定款により、

ロータリアンは会員身分を保持する限り RI の機関

雑誌または RI が指定した地域雑誌（日本では『ロ

ータリーの友』）を購読しなければならないと定めら

れています。 

ロータリー雑誌は、世界に広がるロータリーの活

動を知るとともに、日本国内のロータリアンの活動

を概観する上でも非常に役立っています。最近、

Web サイトでの広報に力を入れているロータリーで

すが、Web は自分で探したい情報があるときには

便利な反面、情報の一覧性には難があります。雑

誌では、編集者の目を通して選ばれた情報がわか

りやすく配置されており、ざっと目を通すだけでも

そのテーマのあらましが掴めます。 

2015 年 7 月から、ロータリーの重点分野を強調

するため、特別月間が変更となります。新しいもの

では雑誌月間は廃止となりましたので、今回が最

後の雑誌月間ということになります。 

 

 

 

 

2015年 7月から変更後の特別月間 

8月 会員増強・拡大月間 

9月 基本的教育と識字率向上月間 

10月 経済と地域社会の発展月間、米山月間 

11月 ロータリー財団月間 

12月 疾病予防と治療月間 

1月 職業奉仕月間 

2月 平和と紛争予防／紛争解決月間 

3月 水と衛生月間 

4月 母子の健康月間 

5月 青少年奉仕月間 

6月 ロータリー親睦活動月間 

 

 

◆幹事報告 

 

小久保 良行 幹事 

 

 本日、理事会がございましたので報告します。

地区補助金の申請をいたします。当クラブは

12 月に東金国際交流協会とのパーティを申

請させていただきます。 

 次年度役員につきまして、5 月の理事会に次

年度役員、各委員会の活動計画をご報告い

ただいて進めます。 

 次年度地区研修会が 4 月 29 日（祝）アパホテ

ル&リゾート東京ベイ幕張にて行われます。 

第２６８６回 例会の記録 ＜４月１４日＞  

Page 2 



======================Togane Rotary Club  2014-15 ===================== 

 6 月 10日の家族会・移動例会は会員・事務局

10 名、夫人の会からのご参加 16 名で合計 26

名の参加で劇団四季の劇場、会食例会をい

たします。参加される方は参加費 22,000 円を

当日徴収いたします。 

 今年度は残り 3 か月となりました。次年度のロ

ータリー4 つの柱、「職業」「社会」「親睦」「国

際奉仕」の中で、次年度に向けて活動方針、

アイディアを含めまして、5 月 26 日ごろを目安

に新旧の集まりを設けたいと思います。また改

めてご連絡申し上げます。 

 東金ロータリークラブ細則一部改正につきまし

て、原案がまとまりましたので会員の皆様へ郵

送でお知らせいたします。第 9 条につきまして、

出席義務規定の免除がございます。休会をさ

れる場合の但し書きとして、会費の一部減免

も考えてはどうかという意見がございました。ご

確認いただきまして、ご意見ございましたら事

務局までお願いいたします。 

 

 

◆委員会報告 
 

鈴木  康道  会長エレクト  

 

3 月 28 日三井ガーデンホテルにて次年度会長

予定者の会合がありました。2790 地区から 84 名の

会長予定者が集まりました。 

特殊な形態の会議で、次年度ガバナーの挨拶

のあと、5～6 人ずつ各部屋に集まりました。地区役

員のもと、少人数で行ったことにより、切実なクラブ

内の問題を話し合うことができ、よい会議でした。 

次年度会長予定者の皆様の言葉には、当クラブ

よりも骨が折れている、悩みは果て無い、と大きな

障壁がぶら下がっている印象でした。 

パストガバナー補佐の土屋さんが隣におかけに

なり、「心配するなよ」と声をかけてくれました。櫻木

ガバナーエレクトは、次年度に対する抱負を宇佐

見ガバナーとは違ったリーダーシップを発揮してく

れるように思いました。今回の企画も、櫻木ガバナ

ーエレクトの思いのこもった内容の濃い、参加者が

よかったな、と感じるものでした。これを東金でも反

映できればと思っています。 

 

 

◆卓話 

 

 
平間 陸生 会員 

みなさんこんにちは。 

4 月から厚生労働省で改正された介護報酬の件

と、私共のホームのお話をさせていただきます。 

平均寿命が女性は 87 歳、男性 80 歳といわれて

います。その中で健康で自立した生活をできる年

齢、他人のお世話にならなくても済む年齢は、女

性は 75 歳、男性は 70 歳といわれています。健康

寿命というものは、人の手を借りずに食事や衣服の

着替え、歩くこと、自分で生活出来る状態といわれ

ています。健康寿命が 80 歳、90 歳になれば素晴

らしい。 

私も 70 歳を過ぎましたが、身体が痛んできて、

首や眼が痛んできて、健康でいる期間をできるだ

け長くしたいと願っています。 

他人のお世話になる、とあきらめることはなく、家

族に押し付けたりするとストレスになりますので、看

護婦さんやお医者さん、特別養護老人ホームに入

ってお世話になったほうが、家族のためにも良いと

思っております。 

このたび介護報酬が改正され、下げられました。

介護保険料は上がりました。国の財政は良くなりま

す。そのしわ寄せが事業者に来て、特別養護老人

ホームは 6％の減収になります。これをどのように

するかと頭を悩ませているところです。 
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国の方では、要支援の方を市町村に運営を任

せる、ということになりました。市町村でやる場合、

ボランティアや近所のサークルにお願いをして、見

守り、お世話という方向に変わってきます。3 年くら

いかけて体制を整えることになります。 

要介護の人は 1～5 までのレベルがあります。要

介護 3レベルまでは在宅で行い、特養では 4～5レ

ベルの人を扱うことになります。70％以上は 4～5レ

ベルの人で構成をしなければ介護報酬を下げます、

ということになりました。それで今、体制を整えてい

るところです。 

私も含めて皆さんも元気ですので、健康寿命を

できるだけ長引かせて、要支援・介護にならないよ

うにしましょう。 

85 歳以上の 4 人に一人が認知症になるといわ

れています。認知症は自分の存在や行動が理解

できなくなる。認知症にならないで、健康寿命まで

頑張りたいと思います。 

私共のホームの利用者は 9 割がた女性の方で

す。男女合わせて平均年齢が 87 歳です。100 歳

以上の方もいらっしゃいます。男性は縦社会なの

でホームに入ってもあまり周りの方々とおしゃべりし

ません。女性はフラットですので、誰とでお付き合

いができるようです。男性の方はデイサービスにし

ぶしぶ行って、外にはあまり出たがらない。定年後

の家に一人でいることが多くなりがちです。何か楽

しみ・趣味を見つけていくことが必要だと思います。 

 

 

 
 

 

◆その他お知らせ 
 

 

並木 孝治 次年度幹事 

 

4月 29日（祝）次年度会長予定者以下各委員長

会議があります。アパホテル&リゾート東京ベイ幕

張で 8 時 30 分より受付です。 

当日の移動手段は、電車で行こうと思っていま

す。海浜幕張の駅からは少し歩きますが、よろしく

お願いいたします。 

時間は後ほどお知らせしますが、一緒に電車に

乗り、私が受け付けて資料を受け取ります。全体会

議後、各部会に分かれます。終わる時間がまちま

ちですが、また集合して帰りたいと思います。 

 

 

小久保良行幹事  

5 月 23 日（土）東金国際交流協会で高尾山ハイ

キングを行います。後日、郵送にてお知らせをさせ

ていただきますので、是非ご参加ください。 

 

 

 

 

 

●ご奉仕        鈴木 康道 会員 

 

出席率  4月 14日 
会員数 出席率 コイン BOX 

23名 100.0％ 2,100円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊

急の場合は当日 10 時までに）事務局宛

に，電話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いしま

す。メーキャップ先への事前連絡もお忘れ

なく。 
電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 
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