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第７回(通算1480回)「四つのﾃｽﾄ」

第８回(通算1481回)「君が代･奉仕の理想」

2016～2017

ＲＩ会長テーマ

『 人類に奉仕するロータリー』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第７・８例会記録

【第７回 ８月２５日(木)】
納涼家族会 ホテルＫＳＰ ３Ｆ

お客様
☆ 鈴木文夫様
(国際ﾛｰﾀﾘ第2590地区第3Gｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐･川崎百合丘RC）
☆ 鈴木伸一様･棚部哲夫様 (川崎西RC会長･幹事）
☆ 持田雄二様･島崎順夫様 (川崎高津南RC会長･幹事)
☆ 渡邉四郎様･吉場八重子様(川崎西北RC会長･幹事）
☆付惟様(米山奨学生)☆福嶋千恵子様 ☆本藤伊都子様
☆菊池昭子様 ☆小山智恵子様 ☆喜多川あい様
☆中田節子様 ☆志村眞佐子様 ☆鈴木慶子様
☆谷野ありさ様 ☆吉田浩康様 ☆吉田実久様
☆平賀邦明様 ☆平賀るみ子様 ☆小山泰河様
☆小山泰樹様 ☆喜多川なつみ様☆推川和範様
☆鈴木琥平太様 ☆田名網康代様 ☆鈴木健司様
☆谷野真央様

祝慶事

「ミスターバード」による大道芸

大道芸人｢ﾐｽﾀｰﾊﾞｰﾄﾞ｣がﾊﾟﾝﾄﾏｲﾑやﾏｼﾞｯｸで大人か
らお子様まで楽しめる大道芸を披露して下さり､
夏の夜のひと時を楽しむ事が出来ました。

本日のプログラム

祝慶事
*会員誕生日* 福嶋 徹会員7/22 福住亮雄会員7/27

飯尾光正会員7/23 喜多川亮平会員8/6
青木功雄会員8/26

*夫人誕生日* 加藤富美子様8/5 木嶌和子様8/21
*入会記念日* 

田中 薫会員H4.7/23 濱田 肇会員H25.7/18
小山泰介会員H25.7/18 本藤光隆会員H8.8/29
玉城 進会員H26.8/21

*米山記念奨学会表彰*
第2回米山功労者 伊藤寿一会員
第5回米山功労者 細谷やよい様
第6回米山功労者 飯尾光正会員

*R財団表彰* ﾏﾙﾁﾌﾟｲﾙ ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ ﾌｪﾛｰ2 森 正一幹事



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

【第８回 ９月１日(木)】

卓 話
「介護予防の観点から見た

高齢者対策と現状の課題」
はなまる元気塾 小田祥大

＊ 8/25 ＊ (順不同､会員敬称略）
鈴木文夫ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 (川崎百合丘RC)
お世話になります。
鈴木伸一様･棚部哲夫様 (川崎西RC会長幹事)
本日はお招き頂きましてありがとうございます｡ゆっくりと
楽しませて頂きます｡
持田雄二様･島崎順夫様 (川崎高津南RC会長幹事)
本日はお世話になります｡
渡邉四郎様･吉場八重子様 (川崎西北RC会長幹事)
高津RCの皆様､いつもお世話になります｡本日は､表敬訪問に
お伺い致しました｡合併して新しいｸﾗﾌﾞですが何卒宜しくお
願い申し上げます｡
菊池昭子様 （菊池会員奥様）
本日は宜しくお願い致します｡
三富末雄 本日は納涼家族会に大勢の来賓の方々並びにご家
族の皆様にご出席頂きましてありがとうございます｡今宵一
時楽しんで下さい｡
相馬 元 本日は仕事の都合で出席できません｡まだまだ暑い
日が続きますが､皆様ご自愛下さいますようお願いします｡
細谷和彦 妹夫婦が伺いました｡

お客様

☆ 小田 祥大様
はなまる元気塾

☆ 野口 新二様
川崎中央RC

* 雑誌･広報委員会 森山圭介 委員長
今月のﾛｰﾀﾘｰの友よりB5ｻｲｽﾞからA4ｻｲｽﾞに変更になって
います｡P66記載のｷﾗｷﾗﾈｰﾑについて､仕事をしていて最近
読み方を確認しないと解らない患者様が増えてきた｡こ
ういった風習は今に始まった事でなく､鎌倉時代に書か
れた徒然草にも記載がありました｡
* 職業奉仕委員会 相馬元 委員長
8月23日にｸﾗﾌﾞ職業奉仕委員長会議が開催されました｡職
業奉仕のｾﾐﾅｰでしたが､経営ｾﾐﾅｰのような内容もありｸﾞﾙ
ｰﾌﾟ討議も企業倫理と人材育成をﾃｰﾏにした内容でした｡
職業奉仕は職業で奉仕する委員会です｡ﾛｰﾀﾘｱﾝ一人一人
が企業倫理を高めて職業で奉仕することが大事だという
ことを学んできました。

本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

報 告
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8月25日 31 29 17 12 59% 12 4 72%

9月1日 31 29 15 14 52% 13 3 66%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

8/25 15 18,000 84,000 22%

9/1 11 11,000 95,000 25%

8/25 13 15,000 77,000 12%

9/1 12 12,000 89,000 14%

8/25 20 62,000 176,000 15%

9/1 13 15,000 191,000 16%

8/25 13 15,000 82,000 21%

9/1 13 13,000 95,000 24%

R財団

米山記念

奨学会
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出席報告

寄付報告

クラブ会報委員会
喜多川亮平委員長 月岡涼吾副委員長
大橋健治委員 石川演慶委員 福嶋 徹委員
編集担当：喜多川亮平

※R財団目標額：会員数×120㌦×102円 米山目標額：会員数×2万円

細谷和彦 妹夫婦が伺いました｡
＊ 9/1 ＊
野口新二様 (川崎中央RC)
皆様こんにちは｡今日はﾒｲｸｱｯﾌﾟに参りました｡どうぞ宜しく
お願いします｡
三富末雄 小田様本日は卓話宜しくお願いします｡
森 正一 小田様卓話宜しくお願いします｡
菊池幸治 先日の歓送迎会の決算が出来ました｡遅くなりすみ
ません｡
三家 護 本日9/1防災の日に我社念願の生花店ｶｰﾈｰｼｮﾝ(溝ノ
口ｶﾞｰﾄﾞ下)を開店する事が出来ました｡宜しくお願いします｡

卓 話 はなまる元気塾 小田祥大
「介護予防の観点から見た高齢者対策と現状の課題」

介護予防の観点から見た高齢者対策の現状と課題につ
いて､はなまる元気塾は日本で1%程しかない要支援の方
のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽです｡介護の段階が今まで7段階だったのが今
年から8段階になりました｡参加した人が本当に介護にな
りにくくなっているのかと言ったデータが実は殆ど出て
ません｡介護予防ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにおける｢成果｣とは年間介護
度変化率に表れますが川崎市ではこのﾃﾞｰﾀを出していま
せん｡はなまる元気塾では介護度変化率が92.4%で全体平
均よりも24.4%高い実績があります｡今の日本の介護保険
制度だと本気で介護予防が出来ない仕組みになっている
のも問題だと思います｡最後に関節や靭帯に負担をかけ
る動作で運動を行うことはよくありません｡
ﾎﾟｲﾝﾄはいかに関節に負担をかけずに運動できるかどう
かです｡｢一生使える身体づくり｣という資料を配布致し
ますので是非ご参考にして頂ければと思います｡


