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２月は世界理解月間
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１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．内部卓話 佐々木正博会員
「雑学」
６．出席報告

克

7日 内部卓話 山井辰夫会員
14日 内部卓話 西中孝生会員
21日 内部卓話 佐々木正博会員
28日 内部卓話 幡手一義会員
「クラブ研修リーダー育成セミナー報告」

平成２５年

２月１４日
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● 会長の時間

石部幸二会長

皆さんこんにちは。

うことができる活動及び工夫）

２月９日土曜日熊本で管理運営セミナーに藤本
会長エレクトと行ってきました。

人道的奉仕の重点化と増加（ポリオ撲滅、人道
的支援、教育的支援）

「戦略計画の理念とクラブでの展開」という演

公共イメージと認知度の向上（職業奉仕を通し

題で木下パストガバナーの講演があり、その趣旨は

て、クラブにおける活動が周知できるネット

・RI、世界のロータリーが進もうとしている道を

ワーク作り）

理解する。

・自分のクラブの伝統とどう調和させるか考える

クラブのサポートと強化（会員が相互に高めあ

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事務局

第２７２０地区

宇佐ロータリークラブ

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
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二
確

＊２月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （2月21日）

第２２４１回例会

会 長

弥

された為ありません。

また職業奉仕は個人奉仕

津久見RC：2/26(火)→2/24(日) 10:00～津久見市

どこまでも日々の実践の積み重ね

民会館に変更；第5グループ合同研修会の為

人々を幸せにする

３．週報受理

若者を育てる
決断をして、その責任を引き受ける

杵築RC、津久見RC

人が育つ風土を築く

４．理事会報告 なし

その先に高収益を継続できる企業・サービス

５．お知らせ
1）ロータリー財団への年次寄付（100ドル：8,800

最後にこれだけは忘れないで下さい

円）を2月25日に口座振替致します。
６．欠席連絡

ロータリーを深めよう
自分はなぜロータリーにいるのか？

園 浩幸会員、藤本博和会員、松永忠昭会員

そのヒントは

宮丸龍昭会員
７．本日の当番

よき仕事、良き家庭、良き人生

山井辰夫会員、山上明宣会員

これらはどこから来るのか
ロータリーはよき人をつくるという確信
その場は毎週1回の例会

● スマイルカード

職業奉仕という幹を通して
毎週の例会が良い人を育てる

西中孝生委員長

石部幸二会長：①2月9日熊本で開催された管理運
営セミナーでは、藤本副会長に大変お世話にな

２月１１日夜テレビで「海を渡ったサムライ＆

りました。②先日の国際奉仕委員会では、辛島

なでしこ世界が認めた日本人に感謝状」という番

国際奉仕委員長に大変お世話になりました。多

組に冨田江里子さんが出演しており、その中で援

くの会員の皆様に参加いただき、良い知恵を拝

助した車両がロータリーマークとともに出演して

借できありがとうございました。

いるのを見て、感銘を受けました。

臼杵 確幹事：先週の国際奉仕委員会では参加頂
いた皆さんお疲れ様でした。西中会員卓話を楽
しみにしています。

● 幹事報告

臼杵 確幹事

末宗為十会員：先日テレビで冨田江里子さんの活
躍が紹介されており、大変感動しました。

１．来信
1）ガバナー事務所より「2014-2015年度会長エ
レクト研修セミナー(PETS)開催のご案内」
日時：3月16日(土)、17日(日)
場所：人吉市「ホテルサン人吉」
→藤本会長エレクトへ
2）赤山ガバナーエレクトお母様の訃報；クラブ
より弔電を打ちました。
3）第14回ロータリー国際囲碁大会のご案内；
4月12日(金) 韓国にて；希望者は事務局まで
２．例会変更
宇佐八幡RC：2/15(金)の例会は、2/10(日)に変更

本庄伸子会員：ハッピーバレンタイン!!
津々良洋一会員：本日の卓話西中会員よろしくお
願い致します。
是永潤一会員：西中会員の卓話よろしくお願いし
ます。
川端克弥会員：西中さん本日の卓話楽しみにして
います。
砂山正則会員：いつも欠席が多くて申し訳ありま
せん。今日も職業奉仕の為早退致します。西中
会員申し訳ありません。
藤林鋭司会員：西中会員卓話の楽しみにしていま

す。
職業奉仕の為少し早く早退させて頂きます。
宮丸龍昭会員：西中会員の卓話を楽しみにしてい

■介護保険が使えない施設
養護老人ホーム

ましたが、職業奉仕の為出席できなくなりまし

軽費老人ホームＡ型

た。すみません。

軽費老人ホームＢ型

☺ニコニコ累計

４５２，０００円

軽費老人ホームＣ型（ケアハウス）
有料老人ホーム（民間）
・介護付有料老人ホーム
・住宅型有料老人ホーム

● 内部卓話

「 高齢化社会と介護施設について」
西中 孝生会員
皆さん、こんにちは。

・健康型有料老人ホーム 等
このように介護施設には様々な種類があります
が、各施設によって入るための基準があります。

今、日本では様々な問題を抱

介護保険施設は、その設置根拠や医療の給付、

えております。対海外におきま

利用対象者、設備等の基準や人員の基準などによ

しては、尖閣問題といった色々

って分かれています。

な国際問題等ございますけれど

介護老人保健施設は、在宅に復帰させる事を目

も、国内におきましては、高齢化社会という深刻

的とした施設です。利用対象者は、「要介護」と

な問題がございます。私もあと15年後には、この

認定された65才以上の高齢者で、病状がほぼ安定

高齢化社会の一員になります。それで本日は、高

期にあり入院治療をする必要はないが、家庭で自

齢化社会や介護施設について色々調べてまいりま

立して生活するには不安や問題をかかえてリハビ

したので、ご紹介したいと思います。

リテーションや看護・介護を必要とする人です。

介護施設の種類には大きく分けて、介護保険で

介護老人福祉施設は、「要介護」と認定された

被保険者である利用者にサービスを提供できる施

65才以上の高齢者で、私の運営している施設はこ

設（介護保険が使える施設）である「介護保険施

ちらになります。身体・精神上の著しい障害があ

設」と、介護保険とは関係ない施設とに分けるこ

り常時介護が必要で在宅生活が困難な人を対象と

とができます。

していますが、福祉型の施設のため常に医師の手

■介護保険施設

当てが必要な方は入所できません。

訪問看護ステーション
在宅介護型施設
入所介護施設

通所介護
（デイサービスセンター）
通所リハビリテーション
（デイケアセンター）
短期入所療養介護
（ショートケア）
短期入所生活介護
（ショートステイ）
グループホーム
（認知症対応型共同生活介護）
介護老人保健施設
（老健施設）
介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）
介護療養型医療施設

介護療養型医療施設は、カテーテルを装着して
いる等の常に医師の手当てを必要とする常時医療
管理が必要で病状が安定期にある要介護者を対象
としています。
日本の高齢者比率は、昭和45年は7.1％、平成7
年は14.5％、平成19年は21.2％と年々あがってお
ります。今後は、さらに高
齢化が加速してまいります。
どうぞ今日の話を参考にし
てください。
ありがとうございました。

● 出席報告

佐々木正博委員長

第2241回（2月14日）
会 員 総 数
（内出席免除）
出

席

数

33名
0名
26名

（ 内 事 前 MU）

0名

欠

席

数

7名

出

席

率

７８．７９％

ロータリー関連Webページ紹介
ROTARY INTERNATIONAL
http://www.rotary.org/
ロータリージャパン
（ロータリーの友事務所）
http://www.rotary.or.jp/
ロータリー用語便覧
（日本ロータリーEクラブ2650）

欠席者
岩井謙次会員、小野田義文会員、辛島光司会員

http://rotaryeclub2650japan.org/word/

園 浩幸会員、藤本博和会員、松永忠昭会員
宮丸龍昭会員

国際ロータリー第2720地区

※出席率の更正

http://www.ri2720.org/

◎1月24日の出席率は1名のメークアップ
により84.85％→８７．８８％に更正
事後メークアップ
米澤哲也会員（宇佐八幡RC）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
◎1月31日の出席率は2名のメークアップ

宇佐ロータリークラブ ブログ
http://www.usa-rotary.com/blog/

により87.88％→９３．９４％に更正
事後メークアップ
岩井謙次会員（宇佐八幡RC）
藤本博和会員（クラブ管理運営セミナー）

本庄会員よりバレンタインデーの
チョコレートをいただきました。
ありがとうございます。

クラブ研修リーダー育成セミナー
平成25年2月16日(土)・2月17日(日)
於：大分労働福祉会館「ソレイユ」
参加会員（4名）
幡手一義会員（クラブ研修リーダー）
石部幸二会長、臼杵確幹事、末宗為十会員
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