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国際ロータリー第 2790地区 第 7グループ  

 
東金ロータリークラブ会報 

２０20～２０２1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 62 巻 第 15 号 通巻第 2864 号 

第 2901 回 例会 

2021 年（令和 3 年）1 月 12 日 

職業奉仕月間 
 
12:30 点鐘 東金商工会議所 4 階例会場 

 

 

2020-2021 年度 

国際ロータリーテーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 

国際ロータリー会長 

     ホルガー・クナーク 

第 2790 地区ガバナー  漆 原 摂 子 

第７グループ 

ガバナー補佐  三 枝   巖 

会長 岡 本 秀 男 

〃      幹事 野 口 雅 子 

 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

WEB  http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL  0475-52-1101(代) 

FAX  050-3730-2559 

E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 

開会宣言・点鐘   

歌 

 

四つのテスト唱和 

会長挨拶 

幹事報告 

結婚記念日祝 

 

委員会報告 

 

ニコニコ BOX.出席報告 

閉会宣言・点鐘 

お食事(持ち帰り弁当) 

 

 

岡本 秀男 会長 

君が代 

我らの生業 

野口 雅子 幹事 

岡本 秀男 会長 

野口 雅子 幹事 

古川 秀夫 会員 

 

 

 

親睦委員会,管理運営委員会 

岡本 秀男 会長 

かくじゅう 
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会長挨拶 

岡本秀男会長 

本日は前回に引き続きまして認知症家

族交流会「穂垂るの会」代表の井上様に卓

話の後半ををお願いしております。どうか

よろしくお願いいたします。 

さて、私は本年7月から会長を仰せつ

かっておりますが、その役割も今月で上期

が終了ということで半分が経過することと

なります。その間、当クラブのみでなく世

界中でも話題はコロナウイルス感染のこと

とばかりでした。思い返せば本年の1月

中頃から話題になり始めていました。私は

2月上旬に成田山に詣ったのですが、その

時には多くの参詣者は既にマスクを着用し

ていた記憶があります。そこからあっとい

う間に感染が拡大し、最初の非常事態宣言

発出後、少しは落ち着いたように思えまし

たが、10月以降また第2波、第3波と感

染は急拡大する傾向にあります。さらに変

異した感染力の強いウイルスが出てきたと

かでますます危機感が強まっています。今

後、来年前半で急速に収束するようには思

えません。ロータリー関係でも例年行われ

ている行事はほとんど中止になり、この傾

向は今後も継続していくように思います。

当面は、引き続き、じっとおとなしくして

いることが求められているように思いま

す。 

本日の卓話は前回に引き続き、井上様

に介護の話を伺いますが、私の記憶でも2

週にわたっての卓話は過去にありません。

それだけ今は介護ということの重大性が求

められているのだと思います。井上様が代

表を務めている「穂垂るの会」の設立趣旨

によりますと、介護というのは、介護する

側の人が精神的にも肉体的にも健全ではじ

めて本当の介護ができるものだということ

です。介護の方法は千差万別でセオリーが

ありません。介護者同士がそれぞれ体験報

告や情報交換を行うことで、より良い介護

ができるようになり、介護の負担が軽くな

るとのことでした。私自身、父が亡くなる

前に介護体験がありますが、今後これから

介護の必要が出てきたときに少しでも役に

立つようなお話しが伺えればと思います。 

本年は今回の例会が最後となり次回は

1月12日です。その時までは、さらに感

染対策を徹底していただき皆様が元気で集

まっていただけるように、どうかご自愛の

程お願い申し上げます。また併せて来年が

皆様にとりまして素晴らしい年になること

を祈念し私の挨拶といたします。 

 

 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2900 回 RC 例会の記録 ＜12 月 22 日＞ 
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幹事報告 

野口雅子幹事 

①次回、新年1月の最初の例会は12日で

す。当初東金ビューRCとの新年合同例会

を予定しておりましたが、それをいったん

取りやめ、当RC単独の通常例会とし、理

事会も開催いたします。それ以降19日、

26日の例会については、コロナ関連の状

況を見極めつつ、その都度判断していくこ

ととなりました。現時点では予定通り開催

いたします。 

②ガバナー事務所等RCの各種事務所です

が、12月29日～1月3日迄休止となりま

す。 

③2月開催予定のロータリー青少年指導者

養成プログラムのセミナーですが当クラブ

からは希望者がいなかったため参加希望無

しで報告いたします。 

④グループ再編に関するご意見伺いについ

てですが、先週金曜日に地区会長幹事会が

行われそこで話題になりました。当クラブ

から並木会長エレクトに参加いただきまし

たので後ほど報告をしていただきます。以

上です。 

 

報告 

 

 

 

 

 

 

並木孝治会長エレクト 

①昨年秋の台風被害に対する義捐金が残っ

ておりまして、各クラブに返金振込があり

ます。使い道については、今後会長幹事で

相談の上有効に利用してください。 

②3 月 11 日に茂原で IM を予定していま

す。但し出席は会長幹事のみとなり、各会

員には会の様子をDVDに録画し、後ほど

各クラブ宛送付することとなりました。 

③皆様に茂原 RC からの要望書(3 枚綴り)

を配付しております。内容は梶原エレクト

から出ている次年度のグループ再編および

ガバナー補佐候補者についての提案に各ク

ラブから反発の声が上がっており、それに

対して茂原RCの考えが書かれたものです。

当クラブからも意見を出してほしいとの声

がありますので、今後会長幹事で相談して

いただきたいと思います。 

12月22日 

出席会員数      15名 

修正出席率      83.33 % 

ニコニコBOX        8,000円    

コインBOX     1,811円 
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卓話 

井上瑞穂 認知症家族交流会「穂垂るの会」代表 

 

「認知症の義母の介護」part 2 

１５ 三度目の退院…本格的介護の始まり 

１６ 部屋の模様替え…まるで保育園 

１７ ペースト作り…美味しいぞ 

１８ お金をかけずに介護を… 

知恵を出そう 

１９ 悪態をつく…皆さんごめんなさい 

２０ ヘルパーさんも看護師さんも人間性

が大切… 

２１ 離婚…お骨をとりにお出で 

２２ 胃瘻の決断…まだ生命力があるのに 

２３ 痰の吸引…病院で特訓を受ける 

２４ 婆さん天国へ 

２５ 介護を振り返って 

 ある先輩からは、両親の介護をしたが 

いいことは何も無かったと聞かされまし 

た。しかし、私は思いがけず始めた介護 

体験ですが、私はこの体験を通して、切 

り絵に出会い、素晴らしい芸術家達と出会 

え、また「穂垂るの会」を通して介護に 

苦しんでいる人達へのサポートのような 

地域貢献的活動ができていることに感 

謝の気持ちを持っています。ご静聴あり 

がとうございました。 

岡本秀男会長    井上瑞穂 様 

委員会報告 

 
古川秀夫 社会奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

1月 

 19日 通常例会、会員卓話 

26日 通常例会 

 

緊急事態宣言が発出されたことにより、今後 

変更の可能性がありますのでご注意くださ

い。 


