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2015～2016 

     ＲＩ会長テーマ 

        『 世界へのプレゼントになろう 』 

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ 

点鐘・開会宣言・歌唱 第１９例会記録 
【第３７回  ４月 ２１日 (木)】 
 会員卓話 ｢訪問入浴での心に残る体験｣ 
              加藤 昌紀 会員 
 私は､1965年昭和40年3月に川崎市高津区下作延に生ま
れました｡小･中･高･大と進み､昭和62年にｾﾚｻ川崎の前
進の川崎市中央農協に就職し､経済事業ｾﾝﾀｰでお米部門
を担当し宮前地区で6年間事業ｾﾝﾀｰで勤め､次に金融業
務に異動し､北見方支店で諏訪地区の渉外担当でした｡ 
 ﾛｰﾀﾘｰに入り北見方支店時にお世話になった方に会え
てﾋﾞｯｸﾘしました｡次に野川支店に異動し渉外､融資､共
済を業務を担当して本店に異動しました｡本店では指導
部に配属になり20年勤めてＪＡを退職しました｡ 
 退職後運送業､その後訪問入浴の仕事に就き去年会社
を立ち上げ､その他に不動産管理･飲食業をしています｡ 
 本日はその中で自分の経験した訪問入浴で心に残った
話を皆さまにお話させて頂きます｡訪問入浴とは看護師
1名介護職2名を基本とするｽﾀｯﾌが訪問入浴車で自宅を
訪問し､自宅の部屋で入浴させるｻｰﾋﾞｽで､装備する専門
の浴槽は横になったまま入浴可能で寝たきりの方も入
浴ができます｡それは研修が終わり独り立ちして初めて
の仕事でした｡50代の女性で初めて利用される方でした
｡その人はALS(筋萎縮側索硬化症)という難病で､重篤な
筋肉の萎縮と筋力低下をきたす神経変性疾患で極めて
進行が速く､半数ほどが発症後3年から5年で呼吸器筋麻
痺により死亡する病気です｡この女性は呼吸器を付けて
いて3か月お風呂に入っていなかったそうです｡寝たき
りで髪が脂で真っ黒でした｡私が髪の毛を3回洗髪して
あげました｡ﾍﾞｯﾄに戻り私の手を握りしめ涙を流して 
｢ありがとう本当頭が軽くなった｣と喜んでくれました｡ 
 今まで､いろいろな｢ありがとう｣の言葉は聞いてきま
したが､心底からの｢ありがとう｣は初めてで背中に電気
が走るのを感じました｡ 
 2人目も女性で､脳梗塞から片麻痺そして認知症の方で
した｡数度訪問して入浴に慣れてきた頃､昔､五木ひろし
さんのﾌｧﾝだったと聞き､耳元で｢よこはまたそがれ｣を
歌ったら一緒に口ずさんでくれて､歌には凄い力がある
のだなと思いました｡ 
 次は私が今も担当している方で､甲状腺がん･脳梗塞･
片麻痺･気管切開をしています｡私が入浴ｻｰﾋﾞｽに少し慣
れた頃､ﾍﾞｯﾄﾒｲｸをしていた時の事です｡その頃の私はと
にかく綺麗にすればよいという考えでした｡でもその方
から物の置く位置が違うというｸﾚｰﾑがきました｡｢何で
片づけたのに｣と疑問がおこりましたが､指摘され間違
に気づかされました｡その方にしてみれば物の配置には
全て意味があり､健常者が当たり前に出来る事も｢私に
は１cmずれることが死に繋がるんだよ｣と怒られ､正に
その通りと思い今は利用者の確認を怠らないよう現状
復帰に勤めています｡またこの方には移動方法の事も注
意され｢私は物じゃない｣と怒られました｡例えば､ｼﾞｪｯﾄ
ｺｰｽﾀｰでは､お尻が浮く感じがします｡ﾍﾞﾙﾄがあるから安
全なのです｡更なる配慮や自分が移動される立場の時､
痛みや怖さが無いようにと考えるようになりました｡私
に介護とはどのようなことか教えて下さる利用者です｡ 
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4月21日 31 30 16 14 53% 7 5 93%

4月28日 31 30 14 16 47% 11 4 77%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

4/21 13 13,000 137,000 179,800 76%

4/28 11 11,000 161,000 179,800 90%

4/21 12 21,000 447,000 620,000 72%

4/28 12 12,000 480,000 620,000 77%

4/21 13 15,000 653,000 1,200,000 54%

4/28 16 16,000 684,000 1,200,000 57%

4/21 12 13,500 461,000 400,000 115%

4/28 12 12,000 486,500 400,000 122%
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 クラブ会報委員会 三富末雄副委員長 本藤光隆委員  石川演慶委員 
          月岡涼吾委員   福嶋 徹委員 
   ≪編集担当≫   福嶋 徹 石川演慶 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

※R財団目標額：会員数×120㌦×116円  米山目標額：会員数×2万円 
※R財団は3月から50㌦(ﾚｰﾄ116円で5,800円)×31人=179,800円に達する迄 
 ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽを集めます｡(12月末迄のＲ財団寄付総額 301,000円) 

【第３８回 ４月２８日(木)】 
  夜間例会 弾語り おかゆ様 
  
  
  

 本日は川崎西RC郷司会員のご紹介で､平成の女ｷﾞﾀｰ
流し｢おかゆ｣さんによる演歌を披露して頂きました｡ 
おかゆさんは､亡き母の歌手になる夢を受継いで母世
代の方に笑顔と元気を届ける為､昭和歌謡や演歌を全
国のｽﾅｯｸで歌っております｡ 

  

報告 

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ 

祝慶事 

お客様 
*川崎西RC 郷司精二様･安藤信行様･平井大智様 堀越毅様  
*おかゆ様(弾語り) 
*米山記念奨学生(米山記念奨学金授与)   付 惟様 
*青少年交換ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰお礼      内藤千枝子様 
*青少年交換留学生(お小遣い授与)  ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｽﾐｽ様 

《会員誕生日》安原正洋会員4/8 三富末雄会員4/13 
       本藤光隆会員4/18 
《入会記念》 菊池幸治会員S61.4.17  
       谷野功明会員H26.4.3 
       喜多川亮平会員H26.4.3 
※表彰  ・米山功労者 第二回ﾏﾙﾁﾌﾞﾙ 鈴木良一会員  
            第三回ﾏﾙﾁﾌﾞﾙ 三家昭子様 
        
  
 
 
*理事会報告 
1. 6月のｽｹｼﾞｭｰﾙ 
  6月 2日(木)⇒5日(日)移動例会 多摩川清掃活動 
     9日(木) 新旧合同ｸﾗﾌﾞ協議会 新旧合同理事会 
   16日(木） 次年度練習例会 理事･委員長辞任挨拶 
   23日(木) 夜間例会 最終例会 会長幹事挨拶 
   30日(木) 休会 
2. 花見夫人ﾃﾞｰの決算書が承認されました｡ 
3. 5月14日(土) 献血活動 溝ノ口駅前 
4. 5月20日(金) 養護学校慰問 食事代1人1,000円 
        生徒と一緒に花壇に花を植える｡ 
5. 6月 5日(日) 多摩川清掃活動 移動例会 
6. 6月23日(木) 最終例会 ご家族ご招待 
        催物：長尾子供太鼓 
7. 細谷会員出席免除 
*委員会報告 
･社会奉仕委員会          大橋健治委員長 
 今年度の献血運動は5月14日です｡宜しくお願いします｡ 
.地区研修･協議会実行委員会     石川演慶委員長 
 4月3日の地区研修･協議会は､皆様のご協力により成功裏
に終了しました｡報告書は5月中には完成予定でその後慰
労会を計画しますので､是非ご参加下さい｡ 
 

*4/21           （順不同･会員敬称略) 
 杉崎晴男 加藤会員の卓話楽しみにしてます｡ 
 三家  護 先日ﾗｼﾞｵを聞きかじりまして一言｡ｻﾊﾗﾏﾗ  
 ｿﾝは50℃の中を7日間で走り抜くﾚｰｽだそうです｡ 
 細谷和彦 加藤様卓話楽しみにしてます｡ 
*4/28 
 郷司精二様 (川崎西RC) お世話になります｡ 
 堀越 毅様 (川崎西RC) お世話になります｡ 
 平井大智様 (川崎西RC) 本日はお世話になります｡ 
 安藤信行様 (川崎西RC) 本日はお世話になります｡ 
 中田俊彦 付惟君ようこそおいで下さいました｡ 
 


