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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 

会員誕生祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間  『人生一世紀時代にこう変わる！ 

これからの生活支援サービス』  
～知っていますか？ほんとうの生活ﾆｰｽﾞ～ 

              リエゾン地域福祉研究所 

 代表理事  丸山  法子  氏 
 

 

 

 
左から、三保会員・武部会員・塩本(能)会員・久保田会員・石井会員・

庄子会長・泉副会長・（松本会員） 

皆様、おめでとうございます。 

 

 

 
 

 

本日は卓話の時間に、リエゾン地域福祉研究所代表理事の丸山法

子様をお迎えしております。丸山様、本日はよろしくお願いいた

します。 
例会の最初に黙祷させて頂きましたが、５日に玉泉院庚午会館に

おきまして、永年、我がｸﾗﾌﾞに在籍され、我がｸﾗﾌﾞの発展に貢献

されました元会員の吾郷知久夫さんの葬儀が行われ、参列して参

りました。大動脈瘤破裂とのことでした。心から御冥福をお祈り

いたします。 
ところで、私は現在、地区米山学友会の顧問をさせて頂いており

ますが、本年は学友会創立１５周年ということで、１１月２日か

ら４日まで２泊３日の米山学友会研修旅行に参加し、現役奨学生

と地区内学友会生と共に四国方面を観光しました。米山奨学生は、

地区委員長の企画する研修旅行と、学友会の主催する研修旅行の

二つの研修旅行を通じて日本の伝統や文化を知り、日本の美しさ

や環境保全の素晴らしさに感銘を受けていたようでした。観光地

のどこに行ってもｺﾞﾐが落ちていないことや、人々の礼儀正しさ

や接客態度には非常に驚いているようでした。私は、いつもこの

研修旅行を通じて奨学生と話をしておりますが、彼らも、世話を

してくれるﾛｰﾀﾘｱﾝやﾛｰﾀﾘｰの第一標語の「超我の奉仕」の素晴ら

しさを感じつつも、本国に帰ると「親日派」が阻害されることを

感じており、中国、韓国では一般の人の前では「親日」を前面に

出せないのが現状だと言うことが分かりました。私はﾛｰﾀﾘｱﾝとし

て、政治やその場の感情を乗り越えて、人と人との信頼や友情を

築くことが大切であり、それこそが真の世界平和に繋がる近道で

あると、学生たちに話しております。学友会は研修旅行や各事業

を通じて毎年変わる奨学生と交流し、日本での話し相手になった

り、相談相手になったりして彼らをｻﾎﾟｰﾄしております。この活

動を通じて、将来、日本や日本人を理解し、心から信頼しあえる

青年たちが増えてくれることを願いながら努力を続けて参りた

いと思っております。この旅行の詳細は、年１回発行される米山

学友会報に、奨学生の感想文を掲載予定でございますのでご覧い

ただきたいと思います。 
本日はこれで会長時間を終わります。 
 

 

 

*例会終了後、理事会が開催されます 

*ガバナー月信（BOX 配布） 
 

 

 

登山同好会 

*１１/２４曽場ヶ城山に登り、石井会員ご自宅でＢＢＱを行います。 
 

 

 

【自主出宝】 

■本日の例会    ２０１３年１１月１４日（木）   第２１５６回 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

祝寿 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 『新会員卓話』  

 武部 清史 会員/金井 次郎 会員 

前回例報告    ２０１３年１１月７日（木）   第２１５５回

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

会長時間               会長    庄子 佳良 

幹事報告               幹事   久保 豊年 

同好会報告 

会員誕生月お祝い 



 

2 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員  

丸山様、本日はお越し頂きありがとうございます。卓話楽しみに

しております。よろしくお願いします。 

岡部会員 本日は丸山法子様に卓話をお願いしております。奇

遇にも小・中学校が同じでﾋﾞｯｸﾘ！ためになるお話楽しみにして

おります。 

菅会員◇ 会報ＩＴ委員会になり初めて会員ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに投稿し

ました。これから頑張って勉強します。宜しくお願いします 

山本(忠)会員･中尾会員 松本さん、桜が丘高等学校が創立５０

周年を迎えられました。心からお祝い申し上げます。学園の一

層のご発展をお祈りいたします。 

山本(正)会員 松本先生、この度は瀬戸内学園・創立１１２年。

桜が丘高等学校・創立５０周年、誠におめでとうございます。こ

れからも益々のご活躍、ご発展を祈念申し上げます。中国地方

で初の女子ﾚｽﾘﾝｸﾞ部を創部されたとのこと、吉田沙保里選手並

みの子を育てて下さい。 

泉会員・神農会員・久保田会員 松本先生、桜が丘高等学校５

０周年おめでとうございます。吉田沙保里選手の講演も面白く

拝聴させて頂きました。今後益々のご発展を祈念しております。 

山本(正)会員 久保田さん、本日は８２才の誕生日おめでとうご

ざいます。次は小生と二人揃って米寿、卒寿を元気で迎えよう

ではありませんか!! 頑張りましょう。 

久保田会員 ８２才の誕生祝いありがとうございました。奇跡的

に原爆も逃れ今日まで生かせて頂きました。家族やｸﾗﾌﾞの皆様

のおかげです。社会貢献は出来ませんが、ｸﾗﾌﾞに迷惑をかけ

ずに生きたいと思います。 

庄子会員 誕生日のお祝いを頂きありがとうございました。今後

ともご支援の程、よろしくお願い致します。 

泉会員 今月で６４才になり健康に感謝して、そして今後ともお

付き合いの程、宜しくお願い致します。 

塩本(能)会員 誕生祝いありがとうございます。 

高原会員 昨夜は山坂会員のもと広大千田塾の発会式に参加

出来、大変喜んでいます。 

伊藤会員 当ﾎﾃﾙご利用頂いている皆様にご心配をおかけして

おります。今後は今まで以上に注意をし、取り組んで参ります。 
 

当日計 25,000 円（内、ｗｅｂ7,000 円） 累計 786,200 円 

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

 

 

『人生一世紀時代にこう変わる！ 

これからの生活支援サービス』 
～知っていますか？ほんとうの生活ニーズ～ 

 
一般社団法人リエゾン地域福祉研究所 

代表理事  丸山 法子 氏 

自己紹介 

地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰの運営推進と

行政との協働、在宅介護現場

で相談員として複雑で困難な

ｹｰｽに携わりました。 

医療福祉介護の現場ｽﾀｯﾌを

育てながら、わかりにくい福祉

や介護がある日突然やってき

ても困らないようにたいせつな社員が介護離職するのを防ぎ、

いままでになかった生活支援ｻｰﾋﾞｽのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞを通じて得た

これからの「長く生きる時代」を支える社会のしくみとはなにか、

について全国各地でお伝えしています。 

１．人生一世紀時代とライフスタイルの変化 

(１)世界一を誇る日本の超高齢社会は、世界の注目を集めてい

ます 

平均寿命は、男性７９.９４年、女性８６.４１年と世界一の伸び

の日本。年を重ねた私たちは平均余命を参考にしてみる必

要があります。おおむね９０歳前後までの寿命がありそうで、

あくまで平均値であることから１００歳（一世紀）生きる準備が

必要と思われます。 

(2）高齢者生活を支える社会保障制度の上手な頼り方を知りた

がっています。 

ただ、元気で１００歳までの暮らしが保証されるなら･歓迎であ

ってもだんだん体力気力の低下がみられ心配なことも増えて

います。反面ますますわかりにくくなる社会保障制度にはどう

やって頼ればいいのかも不明です。 

(3)いままでになかった、初めて経験する高齢期の暮らしの変化

は、想像以上です 

私たちの親の高齢期の暮らしは大家族に囲まれて「あとは頼

む」といって終えることができていました。 

ところが今はそれができない時代。家族はいても頼りにしては

いけない時代ともいえます。人類が遭遇する初めての暮らし

方がやってきているといえます。親の老い方は参考にならな

いということです。 

(4)心配なのは、在宅の認知症、一人暮らし、仕事を卒業した男

性、です 

長生きのできる時代になって、心配な人たちはこの３つです。

まず、認知症はこれからますます増えていきます。要介護認

定者の８割が認知症といわれています。未受診で気づかず、

症状を抱えている人も多くいると思われます。つぎに、家族が

バラバラになり独居生活者が増えています。一人暮らしでも

困らない便利さがあるからでもあります。さらには、仕事をﾘﾀｲ

ｱした男性が新しい地域生活になじめず依存度の高いくらし

ぶりになる人も加速度をあげて増えています。家事のこと、体

力維持のこと、そのほか疾病予防や精神的な健康づくりなど、

心配なことは尽きません。これからの暮らしに支えが必要な人

があちこちで増えているということです。 

２．生活ニーズの３つのポイント 

３．生活支援サービスとは人生の最終楽章への寄り添い 

※２，３について詳しくお知りになりたい方は、事務局にお申し

つけ下さい。全文をコピーしてお渡しいたします。 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１３年１１月７日（木） 会員数 ８５名 

出席 ６５名  欠席 ２０名  来賓 １名  来客 １名 

１０月１７日例会出席率  １００％ 

■来客紹介   ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

丸山 法子 様（卓話者） 

吉村 元亨 様（広島城南） 

■次回例会  ２０１３年１１月２１日（木）１２：３０～ 

卓話 「財団のホットな話」 

    パストガバナー 川妻 二郎 氏（広島南ＲＣ） 

食事 和食 

【訃報】 
 

当クラブ元会員でありました吾郷地久夫 様が、１１月３日午

前１０時３分ご逝去されました。 (８１歳) 

ご冥福をお祈りいたします。 

１９７２(昭和４６)年５月入会 

１９７９～８０年度 幹事 

１９９３～９４年度 会長 

２０１２年６月末退会 

卓話 


