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本日の例会 （第 704 回例会） 

2012 年 3 月 10 日(土)14 時 00 分 

場所：リーガロイヤルホテル堺 

    

2011201120112011----12121212 年度年度年度年度 IMIMIMIM８８８８組組組組        

《プログラム》 

開会セレモニー 14：00～14：20 

コーヒータイム ピアノ演奏 

基調講演    14：30～15：30 

 講演 第 2640 地区 地区代表幹事 松生 満 

「ロータリー入門 ロータリーとは」 

閉会セレモニー 15：30～16：00 

 

次回の例会予告 （第 705 回例会） 

2012 年 3 月 15 日(木)18 時 30 分  

場所：ライフガーデンさかいホール  

 

羽衣羽衣羽衣羽衣ロロロロ----タリタリタリタリ----クラブクラブクラブクラブ    合同例会合同例会合同例会合同例会    

 

次々回の例会予告 （第 706 回例会） 

2012 年 3 月 22 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺  

 

初芝立命館初芝立命館初芝立命館初芝立命館高等学校高等学校高等学校高等学校    

インターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブ合同例会合同例会合同例会合同例会    

☆ ;:*;ペットボトルキャップ集めにご協力を☆ ;:*; 
 

３月度各種お祝い 

 

ご家族誕生日 片木 益子様 松本 祥吾様 

会員記念日 米田 眞理子 吉川 美幸 向井 利之 

         小林 雄志  貝山 香純 内藤 絵梨奈 

創業記念日 三村 文男  細川 浩二 

 

 

  

 

 

3 月 1 日 お客様のご紹介 

上好 まゆみ様 （米田 眞理子会員ご紹介） 

元米山奨学生 カスムさん 

長期派遣交換奨学生 エレン ブルックスさん 

 

  

 

 

入 会 式 

内藤 絵梨奈   

（推薦者：中井 昭宏 

 貝山 香純 ） 
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[[[[唱和唱和唱和唱和]]]]    

Reach Within to Embrace Humanity 

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」 

    

国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱    オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱    

ロータリソングロータリソングロータリソングロータリソング斉唱斉唱斉唱斉唱         「奉仕の理想」 ソングリーダー 向井 利之 親睦委員長

 

 

入会入会入会入会のののの挨拶挨拶挨拶挨拶                内藤 絵梨奈 

こんにちは、ウォーターリリィの内藤と申

します。 

 日ごろからお世話になっている中井先

生とシーエムエスの貝山会員から推薦を

頂き、この度ロータリー会員として入会さ

せていただく運びとなりました。 

 正直、30代前半である私にとっては社会人としてもまだまだ知

識も経験も浅いため、ましてやロータリー活動などできるのかと迷

い躊躇したですが、いつも熱い情熱をもって仕事に励んでおられる

中井先生と、同じくしてキメ細やかでゆき届いた看護サービスを提

供され、なおかつ年頃の近い貝山会員が真近でロータリー活動にも

励んでいる姿をみて第１歩を踏み出す勇気となりました。 

 私の会社は介護事業であり、ヘルパーの育成やヘルパー派遣を行

いながら、私自身はケアマネージャーとして現場に従事しておりま

す。 

 介護保険制度が始まりまだ１２年ですが、福祉・医療・保険のサ

ービスとを結ぶ架け橋として日々、活動させて頂いております。 

 ケアマネの職業倫理には『地域包括ケアの推進』『地域で支える

福祉の構築』と掲げています。ロータリー活動も地域に奉仕すると

いう点では考え方が同じだと思い私でも少しでも地域に対して奉

仕ができればと思っております。 

 また、ロータリー活動を通じてネットワークを広げ、違う職種の

方を親睦を深めることで、人間としても幅を広げて成長していく良 

い機会となっていけますよう勉強をさせていただこうと思ってお

ります。 

 なにぶん、未熟な若輩で至らぬ点も多々あると思いますが、今後

におきましては皆様方の御指導を仰ぐばかりだと存じます。 

 何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 ありがとうございました。 

    

    

    

    

    

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間           吉川  美幸 会長 

早いもので、今日から３月です。 

今日も、沢山のお客様においで頂き、賑やかな

例会となりました。 

上好まゆみ様、ようこそお出で下さいました。

カスム君、エレンさん、ようこそいらっしゃいました。私は今日、

新しくグループの一つになった施設（老人保健施設カルチェ住吉

川）の辞令交付式でバタバタしておりました。 

会長の時間ですが、ロータリーに関する話の準備ができていません

ので、今日は医療業界の事をお話しさせて頂きます。 

よく人から、これ以上、新しい事をして、頑張ってどうするの？と、

聞かれますし、私自身も、あーしんど。と正直思う事があります。 

そんな時ふと、立ち止まってしまいたくなりますが、今ある物を守

るだけでいたら、将来どうなってしまうかを考えると、いてもたっ

てもいられない気持ちになります。 

私達、医療業界の事を申し上げますと、医療の収入は診療報酬と言

う、全国一律の値段で決められています。 

全国どこでも、同じ治療であれば、同じ金額（診療報酬）です。 

どうして全国同じかというと、お金のある人も、無い人も、同じ医

療が受けれる為でもあります。その診療報酬は、2年ごとに改定さ

れ、その改定率は、国の経済状況に左右されます。現在、超高齢化

社会と言われ、医療費含め、社会保障費を、何とか縮小しようとし

ている時代です。十数年前から、診療報酬は、下がる一方です。 

最近特に、在院日数については厳しく、診療報酬的にも、方向性が

決まっています。簡単に言いますと、入院日数が、短かければ短い

ほど、高い報酬が設定されているのです。 

皆さんの中で、ご家族の方が入院された時の入院説明の時に、もう

退院の話もされたという方もおられるのではないでしょうか。 

病院としては、なかなか退院して頂けない患者さんたちに無理やり

退院をすすめる事も出来ず、その結果、入院日数が長くなり、困っ

ているという現状があります。どうしたら、退院した後の事も責任

を持ち、病院の経営も安定させられるのかを考えた時、退院後、安

心して入って頂ける施設を造るしかないと思って、今頑張って、施

設を作っています。会長としては、後4か月となりましたが、仕事

を頑張りつつ、会長としての責任も果たせる様、頑張ってまいりま

すので、これからも、支えて下さいます様、宜しくお願い致します。 

第2640 地区ＲＬＩ受講完了の認証状とバッジ授与 

貝山 香純会員 

 



 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                       中井 崇嗣 副SAA 

    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告                                        三村 文男 社会奉仕委員長     

3月11日内川・土居川美化活動に10名

程の皆さんと活動して参ります。ザビエ

ル公園前河川敷に9：15お集まり下さい。

駐車場は付近のコインパーキングをご

利用下さい。早朝からの清掃活動となり

ますが、どうぞ宜しくお願いします。ま

た今月は識字率向上月間であり、下記の

募集を今月中致しますのでご協力お願いします。 

１．募集物  書損じ葉書（年賀葉書の書き損じ等） 

未使用切手（貼り付けられた状態でも可） 

未使用テレフォンカード 

日本円（お札、硬貨何れも可） 

２．協賛先  日本ユネスコ協会連盟 

３．届け先   ガバナー事務所 

    

幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告                                                                田辺 弘樹 幹事 

地区大会RI会長代理歓迎晩餐会、記念ゴルフ

大会参加費、国際大会ジャパンナイト、日本

人親善朝食会の参加費は事務局まで 

クラブの例会 

IM８組3月10日土曜日（8日の例会変更） 

リーガロイヤルホテル14時～ 3 月 15日→

羽衣RC合同例会（ライフガーデンさかいホール18時30分～） 3

月22日は初芝立命館IACと合同例会を行います（ホテル第一堺18

時30分～）3月29日は卓話に堺税務署長をお招きします。                  

 

 クラブフォーラム  

         ＳＡＡ・出席・プログラム委員長 中井 昭宏  

今回は多くのRLIディスカッションリーダーを輩出しました、堺フ

ェニックスならではのクラブフォーラムを行いました。当クラブか

らは小野晃範会員、岡田正一会員、京谷知明会員、中野一郎会員、

向井利之会員、中井崇嗣会員と私がRLI DLとして参加していたこ

ともあり各テーブルことにＤＬが中心となり討議を行われました。 

テーマ  クラブを超えたロータリー 

    効果的な会合の持ち方とリーダーシップ 

    職業奉仕、倫理観の高揚と実践 

    米山記念奨学事業 

ＲＬＩの目的と意義 

 私たちロータリアンとして成長し、充実した活動するためには、

ロータリアン一人ひとりがロータリーを本当に理解し、自発的なモ

チベーションを高め、コミュニケーションや活動を活発にして、ク

ラブの活性化につなげて行く必要があります。 

 すなわち、ＲＬＩの目的は、ロータリアンの自主性と卓越した指

導性を涵養(コウヨウ)し、クラブの刷新性と柔軟性を育て、ロータ

リーを活性化することです。 

（ＲＬＩ研修セミナーテキスト ＰＲＩＤ南園義一先生） 

  

ニコニコニコニコニコニコニコニコ報告報告報告報告                                             中井 崇嗣 副ＳＡＡ            

結婚記念日の御祝を頂戴して有難うございます。42年目を迎えました。

上好まゆみさん(薬剤師)をご紹介致します。どうぞ宜しくお願いします。カ

スム君ようこそ。                パストガバナー 米田 眞理子会員 

本日は上好まゆみ様、ようこそお越し下さいました。カスムさん、お久

し振りです。例会をお楽しみ下さい。                 吉川 美幸  会長 

内藤様ご入会おめでとうございます。末永く宜しくお願い致します。家

内の誕生日にお鼻を有難うございます。       片木 修  直前会長 

内藤様ご入会おめでとうございます。上好様カスム君ようこそ堺フェニ

ックスへ。米田会員カスム君の就職に御尽力いただきありがとうございます。                        

上田 俊夫会員 

先月体調不良の為お休みさせて頂きました。すみませんでした。カスム

君エレンさん本日はようこそお越し下さいました。ご一緒に楽しく過しまし

ょう。内藤 絵梨奈様、ご入会おめでとうございます。   辻野 美智子会員 

 

End Polio Now(今こそポリオ撲滅のとき) 

 ロータリー財団ニュースレター3 月号より 

３ケ国での活動でポリオ撲滅識字向上 

第3201 地区により主催された「All 

India End Polio Now Road Show」

は、ポリオ撲滅への募金に成功した

だけでなく、インド、ネパール、ブー

タンにおけるポリオ撲滅への認識

向上にもつながりました。12月11日にインドのケーララ州で始まっ同

キャンペーンでは、6 名のロータリアンがチームとなり、24 の州の町

や村を訪れ、自治体の保健関係者と会合しました。2 月14 日にタミ

ル・ナードゥ州で終了したこの行事では、チームメンバーは 11,500 マ

イルの距離を移動しました。 

  英国の 169 のクラブ 

サリスバリー・ロータリー・クラブが主催した

ポリオ撲滅支援のための景品抽選行事に参

加するため、ロータリーの徽章がデザインさ

れた傘（左の写真）を購入しました。この募

金行事では、3,400 ドルが集まりました。 

 

在籍者      ２８名 出席者    ２０名 

出席計算会員   ２３名 欠席者     ３名 

出席免除者     ５名 免除出席者     1名 

先々週修正出席率 ７３．１％ 出席率  ７７．７８ ％ 



 

 

職業奉仕・社会奉仕活動 

新世代奉仕委員会 中井 昭宏 副委員長 

 

３月３日 OBC ラジオ「毎日ごきげ

ん！みんなのホームインステッ

ド」という介護についての番組に

ゲストで出演してまいりました。 

放送内容を抜粋 

（♥中井昭宏 ♠パーソナリティ） 

♠大きな体で、ひげを生やして一

寸見たら熊さんのようだけど、目が優しい中井先生ですが、在宅診療

医療に力を入れておられて頼りになりそうでしょう。 

この番組は、『歳をとってからも住み慣れた我が家で生活ができる』こ

とを目指して話をしていますが、中井先生は、お年寄りや癌患者が病

院で最期を迎えるのではなく、一人でも多くの方が住み慣れた我が家

で最期の時を迎えることができるように頑張っておられます。 

♠先生が在宅医療に力を入れようと思われたきっかけを教えて下さ

い。 

♥２４年前に母を癌で亡くしたが、入院した母が「家で死にたい」と言っ 

ていました。その当時、私は医学部の学生でしたが、その母の望みを 

叶えることができませんでした。その母の言葉が耳に残っています。 

その後、大学病院に勤務しましたが、癌患者さんから「家に帰りたい」 

「家に帰れないか」と言われ、家族からも「家に連れて帰りたい」と希 

望が多くありました。皆さん、母と同じことを言われるが、実現できな 

かったのが事実です。 

♠厚生労働省のホームページで調べたら、６０年前の昭和２６年には、

自宅で亡くなった人が８２．５％。ところが、平成２１年には１２．４％

に減っている。老人ホームで亡くなった方を加えても、１５．６％。今

では、８０％以上の人が病院で亡くなっている。「自宅で最期を迎え

たい」ってよく聞くが、実際には殆どの人が病院で亡くなっている。 

ホームインステッドでは、住み慣れた我が家でできるだけ長く生活を 

していただきたいと思ってお世話させて頂いているが、最期のときは 

お医者さんの世界ですので、やっぱり病院でお亡くなりになることが 

多い。なかなか最期の時を自宅で迎えることは難しい。 

♠今現在、先生が診ておられる在宅の患者さん、先生が往診をして

おられる患者さんは何人ですか？♥約２００名。♠クリニックに外来で

こられる患者さんの他に２００人の方を診ておられる。すごいですね。

普通に診療所で診察もしながら、往診もしておられる？♥はい。月曜

日から土曜日まで、普通の開業医として診察をしています。♠じゃあ、

往診はいつ行く？♥午前の診察が終わってから午後の診察までの間

の３～４時間と午後の診察の後、土曜日や日曜日ですね。♠夜、先生

は家に帰らないでクリニックでそのまま泊まることもある。♥クリニッ

クから自宅まで車で４０分以上かかるし、夜に往診に行くこともある

ので、そのままクリニックで寝ることも週に２～３回はあります。 

♠大変ですねえ。♥でも、在宅医療をやろうと決めたら、それは最初か 

ら覚悟していますし、そのつもりがなかったら引き受けられません。 

体力の続く限りがんばります。 

♠でも、癌の患者さんやお年寄りをたくさん診ていると、いつ、呼び出

されるかわからない。♥当然。わたしの携帯電話は２４時間、３６５日

いつでも受けますから。♠一人でそこまでできるもんですか？♥一人

じゃない。在宅での診療と言うのは、一人ではできません。♠ほかに

も仲間が？♥在宅医療というのは、チーム医療なんです。患者さん

の自宅へ行って看護をしてくれる訪問看護師さんや、薬を届けて薬

の管理をしてくれる訪問薬剤師さんや、自宅での介護を担当してくれ

るケアマネージャーさんです。そして、もう一人大切なチームメンバ

ーが患者さんのご家族です。ご家族も含めて、全員で患者さんに『寄

り添う』ことが大切なんです。♠なるほどね。 でも、ご家族は医療の

専門家じゃないですから、家で看取ってあげたいとは思っても不安で

す。♥それも良くわかるので、「いつでも私に電話をしてください」って

言っています。「何かあったら、すぐに来るから」って。 自宅で最期

まで看てあげるためにはご家族の役割が最も重要ですから、私は、

ご家族と十分にお話をして、ご家族や患者さん本人の希望をしっかり

聞くようにしています。 同時に、私の思うこともしっかりお話して、お

互いに信頼できる関係を築くこともとっても大切なんです。どれだけ

患者さんに『寄り添える』かが大きなポイントです。 

♠クリニックでの外来の患者さんを診察して、２００人もの在宅診療を

しておられると、自分の自由な時間なんて全くないでしょうね。私も先

生の話を聞いて驚いたり感心したりするばっかりだが、先日打ち合

わせの時に、「僕の趣味も聞いてよ」って先生に言われました。「何で

すか」って聞いたら、ロータリークラブの奉仕活動だって仰る。「ああ、

お金持ちの団体か」と位に思ったんですが、よく聞いてみると、中井

先生はロータリークラブの活動も中途半端じゃない。今は、ペットボト

ルのキャップ集め。 

♥アフリカのガーナにワクチンを贈る運動を、初芝立命館高校のイン

ターアクトクラブの生徒さん達から相談され始めましてね、ロータリ

ークラブのメンバーの皆にお願いして、ペットボトルのキャップを１人

２００個ずつ集めてもらってるんです。皆は２００個だけれど私は１人

で１０００個集めるって宣言して、２日で１０００個集めました。 

♠♠♠♠何何何何のためにそんなのためにそんなのためにそんなのためにそんな活動活動活動活動をしてるのをしてるのをしてるのをしてるの？？？？    

♥♥♥♥世界中世界中世界中世界中のののの人人人人々々々々のののの生活生活生活生活をををを改善改善改善改善しししし幸幸幸幸せにしたいせにしたいせにしたいせにしたい。。。。    

♠今日は大きな体で何もかも一生懸命な中井先生にお出で頂きまし

た。 

 

    初芝初芝初芝初芝立命館立命館立命館立命館インターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブ例会例会例会例会    

日時 ３月13 日(火) 17：30～18：30 

場所 初芝立命館中学高等学校1号館5階 

例会終了後に懇親会が有ります。 

例会にご出席いただける方は 13 日までにクラブ事務

局まで御連絡お願いします。    

 


