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本日の行事予定 (2015 年 3 月 6 日) 

第 3008 回例会 
卓話担当：水野憲雄君 

講  師：ＮＰＯ法人共生会理事 

     犬飼三郎氏 

演  題：「ソロモン王に学ぶ」 

 
 先回の記録（例会） 

第 3007 回 ’15 年 2 月 27 日（金）晴れ 

卓話担当：松崎安孝君 

演  題：「だいじょうぶかな？ 
         認知症テスト」 

ス ト レ ッ チ 田中正明君 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

ソングリーダー  片岡 鉄君 

会 員 総 数  67名    2月 7日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員     0名 

本日出席会員  54名     MAKEUP会 員     0名 

本日の出席率 80.59％   訂 正出席 率   100％ 

超 過 出 席 後藤務君、伊藤幸蔵君、伊藤哲朗

君、高木輝和君、佐藤雅彦君、三谷栄一君、山本

達彦君、寺田晏章君、中野義光君、堀田力男君、

野々山勝也君(ＩＭ二次会)、鈴木吉男君（ＩＡＣ

津島文化会館）、服部貴君（ＩＡＣ役員提唱ＲＣ

次年度委員長会議）、伊藤哲朗君、三谷栄一君（地

区Ｒ財団セミナー） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

 こんにちは。しばらくお

休みさせていただき、申し

訳ありませんでした。関係

者の皆様にもいろいろご迷

惑をおかけしました。三谷

副会長には会長代行をお願

いしまして、ありがとうご

ざいました。入院中にはクラブからもお見舞いい

ただき、ありがとうございます。 

 1 月 27 日に入院、翌日手術していただき、ち

ょうど 1 か月で出席できて大変ありがたく思っ

ております。術後４～5日は我慢できないほどの

痛みがありました。最近はすぐ歩きなさいという

ことで、2 日目には管だらけで歩きました。2 週

間は入院というところ、早く退院したかったので、

入院 11日目で退院させていただきました。 

 私自身こういう立場に立って、これからも患者

さんのことを思って仕事していきたいと思って

おります。いろいろお話しさせていただきたいこ

とがありますが、今日はこの辺で失礼します。 

 
ニコボックス報告 第 3007回分 

伊藤基ニコボックス副委員長 

安江正博会長、三谷栄一

副会長、野々山勝也幹事 

①地区大会に参加された皆

様お疲れ様でした。②松崎

安孝君、本日の卓話宜しく

お願いします。③西尾張分

区ＲＣ美術展は 3/1（日）ま

で開催しています。足をお

運びください。 

安江正博君 おかげ様で元気で戻りました。 

余郷利彦君 松崎先生にお世話になりました。 

矢田潔君 孫が大学受験に合格しました。うれし

いです。 

松崎安孝君 本日卓話を担当します。よろしくお

願い致します。 

相羽あつ子君 つしま幼稚園が導入して 22 年た

つ「積み木教室」がプレジデントファミリーにの

りました。 

大河内勝彦君 伊藤宮司にお世話になりました。 

水野憲雄君、杦田勝彦君、伊藤幸蔵君、生田達一

君、加藤則之君、篠田廣君、児玉昭君、吉田康裕

君、寺田晏章君、高木輝和君。住田由純君、三谷

栄一君、矢田潔君、佐藤雅彦君、坂井裕君、余郷

利彦君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、山田勝弘君、

住田正幸君、相羽あつ子君 安江会長、無事お帰

りなさい。 

浅井彦治君 賢次君はハワイに行きましたので

……いいね。 
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児玉昭君 ウィークリーに家内の絵が載りまし

た。 

小林啓子君 ウィークリーに油絵が載りました。 

伊藤基君 ウィークリーに長男の写真（作品）が

載りました。 

伊藤祥文君、佐藤雅彦君 ウィークリーに写真が

載りまして。 

猪飼充利君、根崎健一君、幅辰雄君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：松崎安孝君 

演  題：「だいじょうぶかな？ 
         認知症テスト」 

 

津島市民病院では河

西医師会長の応援を受

け、認知症のマル適病院

を目指し、認知症対応病

院モデル事業を頑張っ

て施行中です。2 月 22

日に報告会もありまし

た。 

認知症の増加がすさまじくなるのは間違いあ

りません。65歳以上の 10人に 1人は認知症とい

われ、65 歳以上の高齢者の認知症有病率推定値

15％、有病者数約 439万人と推計されます（平成

22 年「都市部における認知症有病率と認知症の

生活機能障害への対応」平成 25年 5月報告） 

 

人間は、年を重ねれば認知症になる 

誰でも、年をとれば体の老化が起こる。その老

化が、心身の働きを鈍らせ、認知症にさせる。避

けては通れない。 

 

もの忘れ       認知症 

 ↓         ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな症状か 

・もの忘れが目立つ ：記銘力、記憶力 

・時間や場所がわからない ：見当識障害 

・勘定が面倒になり、できなくなる ：計算力 

・考える力が衰え、ぼんやり過ごす ：意欲 

・世間や家庭に関心がなくなる ：感情の涸渇 

・失語、失行、失認 ：高次脳障害 

・性格の変化 

高次脳機能障害 

失語 感覚性失語 運動性失語 

失行 構成失行 着衣失行 観念失行 

失認 視空間失認 触覚失認 身体失認 

失読 

失書 

失算 

左右障害 

 

中核症状 

記憶障害 病的なもの忘れ 

時間、場所の見当識障害 

失語：言葉の理解ができない 

失行：服の着脱できない 

計算、物事の判断できない 

 

周辺症状 

不安、妄想、幻覚、徘徊、興奮、攻撃的な言動 

 

認知症？日常の出来事 

・少し前に言った事を忘れて、また聞く 

・置忘れがひんぱんになる 

・食事したことを忘れている 

・つりの計算ができない 

・世間のことやニュースに関心をもたない 

・日課や趣味しなくなった 

・怒りっぽくなった  などなど 

 

評価する手順 

意識は 清明か 

視覚や聴覚障害、運動麻痺の有無 

住所、番地、誕生日、年齢、家族構成、職業  

記憶力 

現在いる場所、日付など 見当識 

認知症スケール 

日常生活自立度 

 

気になる方は、もしテストの点数が低かったり、  

普段の行動でなど気になる方は、画像ＭＲなども

含めご相談（商談）ください 

 

結論―認知症はこわくない 

長生きした人間に授けられた勲章

であり、「認知賞」をいただいても、

みんな同じ人間、同僚、仲間です。

その人の欠けた部分を補完

し、残っている潜在的な能

力を引き出し、その人らし

い生活ができるようにすれ

ば良いのです。 

 

 

 

あまり重要でないこと 

昔のこと 

自覚して探す 

見当識はある 

部分的 

作話はない 

学習能力 

日常生活に支障なし 
 

何でも無差別に 

最近のこと 

認めない とられた 

日付、時間、場所 

体験したこと自体 

作話でおぎなう 

学習能力に障害 

日常生活に支障あり 
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その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
遠隔地出席報告 

 浅井賢次君がハワイで 2 月

25 日の誕生日を過

ごし、2つのクラブ

に出席しました。 

←アラ・モアナＲＣ 

 のバナー 

メークカード→ 

 

カハラ・サンライズＲＣから

は津島ＲＣ事務局宛に、「Aloha, 

Kenji Asai attended the Rotary 

club of Kahala Sunrise on 

Wednesday 3/25/15. Thank you」 

という Bonnie  Castonguay 会

長のメールが届きました。 

 

ロータリーニュース(1月 19日) 

 

地元でロータリーの 

ストーリーを伝えよう 

 

 

2015 年国際協議会

（米国サンディエ

ゴ）開催中の 1 月 19

日、ロータリーの「ブ

ランド」に関する発

表が行われました。 

ロータリーは、政

府やＮＧＯ、また企業から「世界中で好ましい変

化を生み出す信頼できる団体」として定評を得て

います。しかし、次年度のＲＩ理事となるジェニ

ファー・ジョーンズ氏は、地域レベルで公共イメ

ージを高める必要性を指摘し、"私たち自身のス

トーリー"を伝えることが重要だと述べます。 

「ロータリアンは、人びとからの認知を求めるこ

となく黙々と活動を続けてきました」とジョーン

ズ氏。「その姿は立派です。しかし、それではロ

ータリアンの活動とその重要性は理解してもら

えません。私たちの活動を伝えてゆけば、同じよ

うな意欲のある人たちが仲間に加わってくれる

はずです」 

ロータリーでは、心に訴え、分かりやすい方法

でロータリーのストーリーを伝えることを目的

としたロータリー活性化の取り組みに、1年以上

前から力を入れてきました。この取り組みでは、

ロータリーを表現するエッセンスとして、「リー

ダーのネットワークへ」 「アイデアを広げる」 

「行動する」の 3つを掲げています。 

「リーダーが集まればアイデアが広がり、アイデ

アを分かち合えば行動が生まれる」とジョーンズ

氏。シンプルにメッセージを伝えることの価値に

スポットを当てた『Harvard Business Review』

誌の記事を紹介し、「ロータリアンとは誰か、ロ

ータリーは何をしているのか、なぜロータリーは

重要なのか」を明確に伝えることの大切さを説明

しました。 

  

ナイジェリア、ポリオ撲滅の達成が間近に 

19 日、世界ポリオ撲滅推進活動（ＧＰＥＩ）

でポリオ研究に携わる、ＷＨＯ（世界保健機関）

のハミッド・ジャファリ氏は、ナイジェリアでの

ポリオ撲滅が間近に迫っていると発表しました。

アフリカ唯一のポリオ常在国である同国では、

2013 年から 2014 年にかけてポリオ感染数が 53

件から 6件に減少し、過去 5カ月での感染は報告

されていません(他の常在国はアフガニスタンと

パキスタン)。 

三谷栄一副会長 

野々山勝也幹事 

田中正明君 

片岡鉄君 

伊藤祥文会場委員→ 

伊藤基君 

 会長が元気

になって良

かったわ！ 

 今日から 

副会長復帰！ 

 荻須美術館

へ長男の写

真を見に来

ました。 
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次回例会 

第 3009 回 ’15 年 3 月 20 日(金) 

卓話担当：大河内勝彦君 

講  師：研ぎ陣名古屋店 店主 

    柏木 功氏(名古屋東ＲＣ) 

演  題：「刃物は何故切れる」 

休会のお知らせ 

先回の役員理事委員長会議で、定款 6-1によ

り 3月 13日(金)を休会にすることが

決まりました。 

ただし、アフリカでの撲滅活動が完結したと安

心感を抱くのは誤りだとジャファリ氏は警告し

ます。今後も活動を続けていく必要性を訴えると

同時に、ロータリーの貢献に感謝の意を表しまし

た。 

「過去 25 年間にポリオ撲滅活動でリーダーシッ

プを担い、政府リーダーを動かす力をもっている

ロータリーは、ポリオとの闘いで比類なき貢献を

しています」 

 
ロータリーニュース(1月 22日) 

 

財団の発展を支える 

4つの優先項目 

 

国際協議会（サンディ

エゴ）の木曜日の本会議

で、次年度にロータリー

財団管理委員長に就任

するレイ・クリンギンス

ミス氏（米国ミズーリ州、

カークスビル・ロータリ

ークラブ）が、ロータリー財団の新しい優先項目

について講演しました。 

財団の 4つの優先項目は次の通り： 

①永久にポリオを撲滅する。 

②ロータリー財団に対するロータリアンの知識、

参加、寄付を向上させる。 

③財団の補助金と 6つの重点分野を通じて、ロー

タリーの人道的奉仕の質と影響を高める。 

④ポリオプラスにおける成果と「世界でよいこ

と」をしてきた 100年の歴史に特に注目し、財

団によるこれまでの実績に対するイメージと

認識を高める。 

これらの優先項目は、財団のさらなる発展をめ

ざして設けられたもので、ロータリー戦略計画の

コンセプトにならって継続性と効率を重視して

います。クリンギンスミス氏は、優先項目に基づ

いて測定可能な目標を立て、毎年その進捗を記録

することを推奨。「次年度の地区ガバナーが注目

すべきは測定可能な目標です。年次目標のいくつ

かは、地区レベルで測定します」 

もう一つの重要な目標は、ＥＲＥＹ（Every 

Rotarian, Every Year）100 パーセント達成クラ

ブの数を全地区で 15％増加させること。クリン

ギンスミス氏は、「全員にとってプラスになり、

やりがいのある目標で、簡単に測定できるもの。

ガバナーの皆さんが時間と労力を注ぎ、率先して

模範を示せば、すべての地区に達成可能なこと」

と話します。 

1961 年にロータリー奨学生として留学した経

験のあるクリンギンスミス氏は、グローバル補助

金奨学生の数を増やし、1地区少なくとも 1名を

支援することの重要性も強調しています。「新し

い奨学金は今、重要な時期にあります。国際親善

奨学金の学生数がそれほど多くなかった頃、ロー

タリアンは親身になって奨学生を支援しました。

結果、奨学生もロータリーに大きな関心を抱くよ

うになりました」 

会員増強に関して、財団は 2つの取り組みを検

討中です。財団管理委員会は、ロータリーが大規

模で持続可能なプロジェクトを続けていくには

クラブの発展が必要であることを認識し、「生き

生きと、ダイナミックな発展を視野に入れた」話

し合いを進めています。「人びとの人生を変え、

地域社会のために活動できる最高の場がロータ

リー。ロータリーのネットワークを生かして、会

員の才能を集結させれば、よりよい世界をつくれ

る」とクリンギンスミス氏は呼びかけました。 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 次週 3月 13日（金）は定款 6-1により休会

です。当初の予定表は開催予定になっていま

したが、理事会の決議を得て休会としました

ので、お間違えのないようお願いします。 

2. 3 月 14 日（土）に会長エレクト研修セミナ

ー（PETS）が開催されます。三谷会長エレク

トが出席します。 

3. 5 月 14 日(木)に開催される津島・あま合同

ゴルフ大会のお知らせを配付しました。たく

さんのご参加をお願いします。 

4. 『ロータリーの友』3 月号を配付しました。 

5. 『ガバナー月信』と『the rotarian』3月号

を回覧しました。 

6. 本日、例会終了後に役員・理事・委員長会議

を開催しますので、該当の方はよろしくお願

いします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 6日（金）第 3008 回 幹事報告 
 


