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クラブ運営方針 友愛と分かち合いのこころの輪を広めよう 

  ２０１２年５月１０日発行 Vol．１３１０

国際ロータリー会長 カルヤン・バネルジー氏 

国際ロータリーテーマ 

こころの中をみつめよう 博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 

■会長  髙原 宏之    ■幹事  粟屋 充博 
事務局 広島市南区松原町 1-5 ホテルグランヴィア広島 6F 

 TEL 082-506-0050 FAX 082-506-2530 

 E-Mail hnrc@world.ocn.ne,jp  URL http://www.hnrc.jp/ 

例会場 ホテルグランヴィア広島  広島市南区松原町 1-5 
 

 
 

 

 

ロータリーソング   「手に手つないで」 

来客紹介        ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間       『認知症ケアの現場から』 

             介護老人福祉施設シルトピア油木 

             施設長  高柴 廣子 氏 
 

 

 

東京南ＲＣ 

内藤  勉 様 

メークアップにお越し

頂きましたので、クラブ

からバナーを贈呈させ

て頂きました。 

 

また、当クラブにお越

しください。 
 

 

 

グループ６ガバナー補佐 

斉藤 隆幸 様（広島ＲＣ） 

 

３月１２日に開催されたグル

ープ６、７合同インターシテ

ィ・ミーティングへの参加御

礼に来られました。 

 

 

 
 

 

 

２２年 岡崎陽一会員 

２１年 炭田正孝会員 

 

 

 
 

 

 

 

お客様にはようこそ当クラブにお越し下さいました。どうぞゆっくり

お過ごしください。 

本日は「認知症ケアーの現場から」と題して、介護老人福祉施設

シルトピア油木 施設長 高柴廣子様から卓話をいただきます。

高柴様よろしくお願いいたします。 

地区では、今年度地区運営方針のひとつに「認知症の人と家族

を地域社会として支援することを学ぶ」という事項があります。 

この地区方針に沿い、当クラブの社会奉仕委員会で企画頂いた

勉強会は、今回で３回目になります。 

近年我が国では超高齢化社会の到来と共に認知症の人々が増

え、こうした人たちを社会で支援することは「時代の要請」とも言え

る適切な事業である、と思います。 

今年度、地区方針に沿い認知症に関する「学びの場」を企画頂い

た奉仕プロジェクト常任委員長の土井会員と社会奉仕委員長の

山下江会員、並びに委員会の皆様に深く感謝いたします。 

「認知症に関する勉強会」の第１回目は１２月第３例会で、―成年

後見人制度と高齢者の保護「認知症をめぐる問題について～」と

題して橋口貴志様の話を伺いましたし、第２回目は２月第２例会

で、医療面からのアプローチとして神経科医師好永順二先生に

お越し頂き「認知症のしくみ、ならないための対策、なった人への

対応の仕方など」についての話をお伺いしました。 

第３回目となる今回は、現実に日々認知症の人達のお世話をして

おられる人達のご苦労話や、認知症の方々を支える家族の人達

の関わり方、又、地域社会で私たちができる支援策のノウハウに

ついてもお伺いできるのではないかと期待しています。 

年度始めに申し上げましたように、関わる人に寄り添い、社会に

貢献する人を支え、結果として地域社会の発展に貢献し、家族を

始めとする大切な「人の絆」を強め、深める「こころの輪」をひろめ

ることが私達ロータリアンに課せられた使命であるように思う今日こ

の頃です。 

以上で会長時間を終わります。 

 

 

■本日の例会   ２０１２年５月１０日（木）  第２０８５回 

国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和  職業奉仕委員会 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『中国故事物語』 

 久保田 宏温 会員 

前々回例会報告   ２０１２年４月１９日  第２０８３回

会長時間       会長   髙原 宏之 

バナー贈呈 

ＩＭ御礼 

連続出席表彰 
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＊次回例会は４月２４日（火）１８時から「創立４３周年記念例会」を

開催します。 

＊今月４日の理事会で震災被災地の盛岡西北ＲＣからの要請に

応え、子どもの通学路にソーラー街灯を設置するためにニコニ

コから３５万円を支出し、寄付することを決定しましたので報告

します。 

＊アグラバードＲＣからのメール紹介 

＊５月例会予定表（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

社会奉仕委員会  山下江委員長 

＊気仙沼南ＲＣを通じて松岩漁港の養殖作業をしている方達より 

塩蔵ワカメを頂きました。お帰りの際にお持ち帰りください。 

また、６月８日（金）～１０日（日）の日程で被災地訪問を計画し

ます。是非、ご参加ください。 
 

 

 

釣り同好会 鈴木会員 

４月２１・２２日 熊本・天草遠征のご案内 

 

 

 

【自主出宝】 

髙原会員・大之木会員・粟屋会員・岡部会員・合田会員 

高柴様、本日はお忙しい中、当クラブにお越し頂きありがとうござ

います。後ほどの卓話、楽しみにしています。 

髙原会員・大之木会員・粟屋会員・岡部会員・合田会員 

斉藤ガバナー補佐、本日は当クラブへようこそお越し下さいました。

どうぞごゆっくりお過ごしください。 

山下江会員･島田会員 高柴様、本日は、社会奉仕委員会担当

の認知症についての卓話楽しみにしております。よろしくお願いし

ます。 

原田会員 高柴様の卓話を楽しみにしております。「明日は我が

身！」 

槇殿会員 高柴先生、本日の卓話ありがとうございます。よろしく

お願い致します。 

山坂会員・山下(正)会員 次週入会予定の吉永さんが本日ゲスト

で来られています。皆さんよろしくお願いします。 

久保田会員・山坂会員・髙原会員・石田会員・山田会員・庄子会

員・三保会員・神農会員・森嶋会員・中山会員・山内会員・迫会

員・鈴木会員・岡部会員・越智会員 ４/１５(日)は、洋北山歩隊の

黄金山登山の後、恒例のお花見を菅会員のご自宅で盛大に行い

ました。天候に恵まれ、とても楽しい会になりました。菅会員大変

お世話になりました。 

山坂会員 ４/２８、福岡の中央区にＢＭＷのショールームをオー

プンします。 

山下正司会員★ 山坂さん、４/２８いよいよ福岡進出ですね。素

晴らしい新店舗(ｼｮｰﾙｰﾑ工場併設)が出来ました。設計させて頂

きましたので喜んでニコニコ出宝します。益々の繁栄をお祈りいた

します。 

山下江会員 平成２２年２月２２日より、ﾌﾞﾛｸﾞ「なやみよまるく」をい

やっていますが、昨日ついに弁護士ﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ全国１位、士業

ﾌﾞﾛｸﾞﾗﾝｷﾝｸﾞでも全国１位となりました。なにか特典があるわけで

はないですが、やはり全国１位は気持ちの良いものです。これか

らもﾌﾞﾛｸﾞに「ｸﾘｯｸ」して頂ければうれしいです。 

小田会員 所用につき早退させて頂きます。 

二井本会員 所用につき早退させて頂きます。 
 

 

当日計 45,000 円（内、ｗｅｂ15,000 円） 累計 1,041,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 
 

 

 

社会奉仕委員会担当 

『認知症ケアの現場から』 
 

介護老人福祉施設シルトピア油木 

施設長  高柴 廣子 氏 

 

シルトピア油木の概要

従来型特養（５２床）新型（１２床）（平成１７年増床）
短期入所生活介護（１１床）通所介護（定員３０名）（週７日）
認知症対応型通所介護（定員１２名）（週６日）
障害者共同生活介護（定員 ６名）
居宅介護・訪問介護・喫茶潤いの森・配食サービス
託児所・地域包括（ブランチ）
障害者自立支援法関係（短期入所・日中一時支援他）
神石高原町ユーホーム＆あんしんリビング（定員 6名）

（指定管理）

【職員の状況】（９１名）

施設福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・
介護支援専門員・看護師・歯科衛生士・音楽療法士・管理
栄養士・栄養士・調理師・ ・保育士認知症ケア専門士

 
 

利用者の状況

区 分

利

用

者

計

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

ランク
なし

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

寝

た

き

り

度

判

定

基

準

入

所

者

ランク
なし

Ｊ

Ａ ２７ ３ ３ １４ ７

Ｂ １９ ７ １１ １

Ｃ １８ １ ５ １１ １

その
他

計 ６４ ３ ３ ２２ ２３ １２ １

平均介護度 ３．５ 平均年齢 ８６．９歳 最高齢103歳

 
 

シルトピア油木の取り組み

• 看取りケア・葬儀・法要

• 家族後援会の組織化

総会・忘年会（大掃除・制度改定の説明他）

毎月の広報誌・お便り・郵便物など家族通信

• 地元振興区との関わり

納涼祭･草刈り･空き缶拾い・毎月の定例会他

• 訪問介護員養成研修

• 介護技術講習会（トリニティカレッジ主催の第２会場）

• 社会福祉法人として保険者に協力

認知症サポーター養成講座・家族介護者教室

配食（安否確認）・地域交流スペースの貸し出し

 
 

 

 

 

卓話 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

同好会報告 

幹事報告      幹事  粟屋 充博 

委員会報告 
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広島県の認知症介護実践研修会の実施状況

①認知症介護実践研修（実践者）

②認知症介護実践研修（実践リーダー研修）

③広島県小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

（50名×1回） 講義・演習 ２日

④広島県認知症対応型サービス事業開設者研修

（35名×1回） 講義1日・現場実習1日

⑤広島県認知症対応型サービス事業管理者研修

（50名×3回） 講義・実践報告 2日

社団法人広島県介護福祉士会

（広島県から広島県認知症介護実践研修実施機関の指定）  
 

広島県認知症介護指導者会

会員 ＊広島県の推薦により認知症介護指導者研修を

（29人） 終了したもの（仙台センター）

＊事業所推薦者は広島県から協力依頼を受けた

もの （入会に同意した者）

目的

① 認知症対策事業に協力し、介護保険施設・事業所
等における認知症介護サービスの質の向上を図るこ
と （カリキュラム･テキストの見直し、スキルアップ研修他）

②地域ケアのネットワークづくりを推進し、認知症者に対
する地域全体の介護サービスの充実を図る

（地域ケアの推進他）

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

『創立４３周年記念例会＆夫人同伴懇親会』 

国歌斉唱 

ロータリーソング   「奉仕の理想」 

来客紹介 

入会式 

会長時間 

幹事報告 

４０年以上在籍会員表彰 

祝辞        広島陵北ＲＣ副会長 割方 寿祥 様 

 
左から、在籍４１年吾郷会員・山本忠男会員、ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ中川

会員・岸本会員 

４０年以上の永きにわたり、ｸﾗﾌﾞの発展に貢献頂いている皆様に

感謝し、花束をお贈りしました。 

また、本日はご欠席ですが、瀬川会員と檜山会員のお二人も在

籍４０年以上になります。 

■入会式 

吉永征史会員 

㈱ガッツ 

代表取締役社長 

推薦者：山坂会員、山

下正司会員 

ご入会おめでとうござ

います。 

 

 

  
広島陵北ＲＣ副会長      クラブ管理運営常任委員長 

割方 寿祥 様           久保田宏温 会員 

  
古今亭菊丸師匠 「百年目」    

※その他の写真はＨＰをご覧下さい。 

 

■出席報告 

２０１２年４月１９日（木） 会員数 ８１名 

出席 ６７名  欠席 １４名 

来賓  １名  来客  ２名  ゲスト  １名 

３月２２日（木）修正後出席率  ９８．６７％ 

３月度平均出席率  ９８．７０％ 

■来客紹介 

高柴 廣子 様（卓話者） 

斉藤 隆幸 様（ガバナー補佐） 

内藤  勉 様（東京南） 

吉永 征史 様（次回入会予定者） 

前回例会報告   ２０１２年４月２４日  第２０８４回 


