本日の行事予定 (2018 年 3 月 30 日)
第 3145 回例会
卓話担当：浅井賢次君
講
師：津島市立南小学校 校長
浅井厚視氏
演
題：「杉本健吉氏と
津島南小学校」

今日は、「香」のお話をいたします。香と言い
ましても、茶道・華道・香道といったかたぐるし
いものではなく、ごく一般的なお話をいたしたい
と思います。
私が香に興味を持ったの
は、14 年ほど前になります
が、後藤務さんの還暦のお
祝いのお返しに、京都の松
先回の記録（例会）
栄堂の香をいただいた時に
第 3144 回 ’18 年 3 月 23 日（金）晴れ
さかのぼります。それまで
卓話担当：河西あつ子君
は、香と言えば、仏前のお
講
師：海部医療圏中核在宅医療
線香、焼香の香ぐらいのこ
サポートセンター
とで、気を安らげるアロマ
コンダクター 池戸初枝氏
的な品をいただいたのは、それが初めてでした。
演
題：「地域包括ケアについて」
その香は「芳輪堀川」と言いまして、心安らぐお
ストレッチ体操
柴田伸彦君
香でした。以来、直接お店の方へネットで注文し
ロータリーソング 「奉仕の理想」
て送っていただき、香りを楽しんでいます。
ソングリーダー
幅辰雄君
お香は、自然からの贈り物と言われています。
ビ ジ タ ー 大竹敬一君
素材を配合することで、色々な香りを醸し出すこ
（あまＲＣ次年度会長）
とができます。材そのものに芳香を有する木を香
家田安啓君
木と言います。その中で特に珍重されたのが、沈
（あまＲＣ次年度副会長） 香で、正式には「沈水香木（ぢんすいこうぼく）」と
加藤徹君（あまＲＣ次年度幹事） 言います。様々な外的要因によって木質部分に樹
会 員 総 数 66 名
2 月 23 日例会分訂正
脂が凝縮し、樹木自体が枯れていく過程で熟成さ
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員 13 名
れてできたものです。「水に沈む、香りのする木」
本日出席会員 55 名
MAKEUP 会 員
7名
ということからこのような名前が付けられました。
本日の出席率 83.33％
訂 正 出 席 率 98.36％
その中でも伽羅と呼ばれるものは、香気や油質の
超過出席 佐藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充利君、
違いに分類されます。インドシナ半島・インドネ
飯村理君、加藤隆朗君、杦田勝彦君、寺島淳一君、
シアなどの熱帯雨林で産出されています。近年は、
宇佐美三郎君、山本達彦君（第 12 回役員・理事・
産出量も少なく、絶滅危惧種として大変希少価値
委員長会議）、伊藤哲朗君(会長エレクト研修セミ
になっているそうです。もうひとつ「白檀」があ
ナー)
ります。インド・インドネシア・マレーシアなど
で栽培され、その中でも、インドマイソール地方
会長挨拶
のものは、最高品質で「老山白檀」と称されます。
佐藤敬治会長
日本では、蘭奢待という香木が有名です。奈良
本日は、あまＲＣ次年度会長の大竹敬一君、副
東大寺正倉院に収蔵されている香木で天下第一の
会長の家田安啓君、幹事の加藤徹君に来年の就任
名香と言われ、
長さ 156 ㎝、重さ 11.6 ㎏あります。
のご挨拶にお越しいただきました。あまＲＣさん
数々の蘭奢待を取り巻く歴史といわれがあり、過
も来年は創立 50 周年を迎えられます。お三方の御
去足利義政、織田信長、明治天皇の三人が切り取
健闘、ご活躍を期待いたします。
ったと言われています。
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香の香りを聞いて、嗅いで心安らかな穏やかな
日々をお過ごしいただけたらと思います。

浅井賢次君 ①先週の卓話で中野君の空手、迫力
にパワーをいただき圧倒されました。②あまＲＣ
の次年度会長様方をお迎えして。③河西先生いつ
幹事報告
もお世話になっています。
猪飼充利幹事
山本達彦君 ①おみと祭で余郷さんに大変お世話
① 3/24㈯・25㈰、第 26
になりました。②ゴルフで優勝しました。（恥ず
回ライラセミナーが、 かしながら）
豊田市全トヨタ労連
高木輝和君 ロータリーgolf 久し振りにブービ
研修センター「つどい
ー賞でした。
の丘」で開催されます。 野々山勝也君 高木さんは昨日ブービーでした。
当クラブからは、次年
鈴木吉男君 本日、藤まつりの“まちあそび”の
度青少年奉仕委員長
パンフを配りました。前年と違いお寺めぐり、街
中野義光君が、津島東
中の店めぐりを加えました。少しでも街中に人が
高校ＩＡＣの 2 名を連れて出席の予定です。
来ていただければと思います。
② 3/29㈭15:00～、新旧合同地区職業奉仕委員会
横井知代君 河西先生、またお世話になります。
が「ガバナー事務所」で開催されます。当ク
よろしくお願い致します。
ラブからは、次年度浅井彦治地区委員が出席
中村陽介君 ①社名が 4 月より変わります（短く
予定です。
なります）。引き続きのご愛顧をよろしくお願い
③ 西尾張分区ＲＣ美術展が 3/25 まで、稲沢市荻
します。②長女が大学に、長男が高校に無事進学
須記念美術館で開催されております。
できます。
④ 4/11㈬「魚しま」にて開催されます、第 2 回
相羽あつ子君 旅立ちの月となりました。新しい
次年度予定者理事会の案内を該当者に配布し
出会いを祝い、彼岸桜が満開になっています。皆
ております。
様卒園卒業おめでとうございます。
小林啓子君 ①寺田さん、吉田さん、佐藤さんに
お世話になりました。ありがとうございました。
ニコボックス報告 第 3144 回分
②絵の写真が載りました。
加藤隆朗ニコボックス委員長
生田達一君 ウィークリーに写真が載りました。
大竹敬一あまＲＣ次年度
柴田伸彦君 バッジを忘れました。
会長、家田安啓あまＲＣ次
岡本康義君、堀田力男君、加藤則之君、山田公男
年度副会長、加藤徹あまＲ
君 その他。
Ｃ次年度幹事、あまＲＣの
次年度会長、副会長、幹事
卓 話
をさせていただきます。親
卓話担当：河西あつ子君
である津島ＲＣさんにご
講
師：海部医療圏中核在宅医療
挨拶に伺いました。よろし
サポートセンター
くお願いいたします。
コンダクター 池戸初枝氏
佐藤敬治会長、伊藤哲朗副
演
題：「地域包括ケアについて」
会長、猪飼充利幹事 ①あまＲＣ次年度会長の大
竹敬一君、次年度副会長の家田安啓君、次年度幹
事の加藤徹君をお迎えして。②本日の卓話講師に
海部医療圏中核在宅医療サポートセンター・コン
ダクターの池戸初枝氏をお迎えして。③河西あつ
子君、本日の卓話よろしくお願いいたします。
伊藤哲朗会長エレクト、山田勝弘副会長エレクト、
吉田康裕幹事エレクト あまＲＣ次年度会長の大
竹敬一君、副会長の家田安啓君、次年度幹事の加
藤 徹君をお迎えして。
【地域包括ケアシステムとは】
浅井彦治君、飯村理君、伊藤雅昭君、伊藤祥文君、
医療介護総合確保推進法（平成 26 年 6 月 25 日公布）
稲川明俊君、加藤隆朗君、杦田勝彦君、住田正幸
君、寺島淳一君、根﨑健一君、三谷栄一君、山田
○意義：「団塊世代」が全て 75 歳以上となる 2025
勝弘君、山本達彦君、余郷利彦君 あまＲＣ次年
年に向け、利用者の視点に立って切れ目のない
度会長の大竹敬一君、副会長の家田安啓君、次年
医療及び介護の提供体制を構築。自立と尊厳を
度幹事の加藤徹君をお迎えして。
支えるケアを実現。
河西あつ子君 卓話を担当して。
神谷里明君 池戸さん、よろしくお願いします。
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○基本的方向：
①効率的で質の高い医療提供体制の構築と地域
包括ケアシステムの構築
②地域の創意工夫を生かせる仕組み
③質の高い医療・介護人材の確保と多職種連携
の推進
④限りある資源の効率的かつ効果的な活用
⑤情報通信技術（ICT）の活用

・要支援者に対するサービスの提供の方法を給付
から事業へ見直し、サービスの多様化を図る。
・これらを市町村が中心となって総合的に取り組
むことで地域で高齢者を支える社会が実現。
在宅医療・介護連携 34 億円（公費 68 億円）
地域の医療・介護関係者による会議の開催、在
宅医療・介護関係者の研修等を行い、在宅医療と
介護サービスを一体的に提供する体制の構築を推
進。

【主要国の高齢化率が 7％から 14％へ要した期間】

認知症施策 57 億円（公費 113 億円）
初期集中支援チームの関与による認知症の早期
診断・早期対応や、地域支援推進員による相談対
応等を行い、認知症の人本人の意思が尊重され、
できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らし
く暮らし続けることができる地域の構築を推進。

その他
一番長くかかったフランスは 115 年、日本は
1970 年から 24 年後に 14％に達しました。

地域ケア会議 24 億円（公費 47 億円）
地域包括支援センター等において、多職種協働
による個別事例の検討等を行い、地域のネットワ
ーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把
握等を推進。

【地域包括ケアシステムの定義】
地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、
住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、医療、介護、
介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が
包括的に確保される状態をいう。（
「地域」とは、
おおよそ徒歩 30 分程度にあたる小学校区もしく
は中学校区を目安とする）
地域の

みんなで
丸ごと

生活支援の充実・強化 81 億円（公費 162 億円）
生活支援コーディネーターの配置や協働体の設
置等により、担い手やサービスの開発等を行い、
高齢者の社会参加及び生活支援の充実を推進。

高齢者を
ケアする

※地域支援事業の負担割合は、国 39％、都道府県
19.5％、市町村 19.5％、1 号保険料 22％

海部医療圏在宅医療・介護連携支援センター
都道府県・保健所
後方支援・
広域調整等
の支援
2016 年 Ver.4

在宅医療・介護
医療支援に関
する相談窓口

【海部医師会・津島市医師会
在宅医療サポートセンター】
在宅医療の推進
・在宅医療に関する意見交換会
・在宅医療導入研修
・かかりつけ医普及啓発講習会
・在宅療養後方支援病院（津島市民病院）
後方支援病床「在宅用ベッド」
（あま市民病院・尾張温泉かにえ病院）
・病院と地域スタッフの関係強化

診療所・在宅
療養支援診療
所・歯科診療
所等

市町村

地域包括支援
センター

連携
関係機関の連
携体制の構築
支援

介護サービス
事業所

訪問診療
介護サービス

利用者・患者
訪問診療

【市町村による在宅医療・介護連携、
認知症施設など地域支援事業の充実】
・地域包括ケア実現に向けた充実・強化の取組を
地域支援事業の枠組みを活用し、市町村が推進。

病院・在宅療
養支援病院・
診療所(有床
診療所)等

訪問看護等

一時入院
(急変時の診療
や一時受入れ)

訪問看護事
業所、薬局
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その他
山田勝弘君
今年も 愛西市千引町 の
相ノ川 桜祭りを実施 し
ています。夜はライトア
ップで 幻想的な桜を 楽
しめます。まだまだ間に
合いそうです。ぜひお出
かけください。

伊藤哲朗副会長
住田正幸Ｓ.Ａ.Ａ.と
猪飼充利幹事

4 月の例会変更
クラブ名
一宮中央 RC
名古屋和合 RC
名古屋東南 RC
名古屋和合 RC
名古屋大須 RC
名古屋北 RC
名古屋昭和 RC
尾西 RC
名古屋城北 RC
名古屋東南 RC
名古屋みなと RC
あま RC
名古屋空港 RC
名古屋ｱｲﾘｽ RC

生田達一
会場委員

(右から)あまＲＣの大竹敬一
次年度会長、家田安啓次年度
副会長、加藤徹次年度幹事
お茶！
幅辰雄君

日
4/4
4/4
4/11
4/11
4/12
4/13
4/16
4/16
4/17
4/18
4/20
4/23
4/23
4/25

曜
水
水
水
水
木
金
月
月
火
水
金
月
月
水

サイン受付
一宮商工会議所㌱(夜)

ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
名古屋東急ホテル
名古屋東急ホテル
名古屋東急ホテル
尾西信用金庫本店
栄東急 REI ホテル
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
名鉄グランドホテル
キャッスルプラザ
ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋

4 月のメニュー

吉田康裕
次年度幹事

4 月 6 日（金)
4 月 13 日（金）
4 月 20 日（金）
4 月 27 日（金）

加藤則之君と浅井彦治君

寿し、吸い物
（休会）
刺身、煮魚
割子弁当

青少年奉仕委員会
3 月 24 日㈯～
25 日㈰、豊田市
の全トヨタ労連
研修センターで
第 26 回ライラセ
ミナーが開催さ
れました。津島東
高校インターア
クトクラブの浅野さんと小林さんが参加、初日は
津島駅から名鉄線で青少年奉仕委員の中野義光君
が引率しました。 24 日の基調講演は、双子の
兄・健司さんとともに元ノルディックスキー複合
選手として活躍した荻原次晴氏の「次に晴れれば
それでいい」というお話がありました。荻原氏は
現在、スポーツキャスターとしてメディアに多数
出演しています。後日、地区ＲＹＬＡ委員会から
報告書が送られてくる予定です。

次回例会
第 3146 回 ’18 年 4 月 6 日（金）
卓話担当：矢田潔君
講
師：2018-19 年度ガバナー
村井總一郎氏（豊橋ＲＣ）
演
題：「ロータリー雑感」
お知らせ
■第 2 回次年度役員・理事・委員長会議
と き：4 月 11 日（水）18：00～
ところ：魚しま
■地区研修・協議会
と き：4 月 15 日（日）13：00～
（受付 11：00～
昼食 11：45～12：55）
ところ：ホテルナゴヤキャッスル
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