
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

 

 

◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会  三田みよ子 

 

◎開会点鐘           会長 宮本  誠 

 

◎国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング「我等の生業」       

          ソングリーダー 菊池  敏 

「四つのテスト」の唱和  

          ＳＡＡ・親睦委員会 三田みよ子 

 

◎お客様紹介          会長 宮本  誠 

 元青少年交換留学生 ジェシカ ヴィッヒマンさん 

 米山奨学生   スラミンットクン,ノピパット君 

 東京大崎ＲＣ           古谷誠康 会員 

 

◎会務報告         会長 宮本  誠 

１ 前年度決算により予想以上の繰越金がありました。 

近いうちに補正予算を組みます。 

２ 今年度各委員会には月一度は例会で発信をして頂 

くことになっています。 

① （増強委員長の代理として）月毎に職種の的を絞 

って狙い撃ちをしたい。予め本人に打診をせずに

推薦をして頂きたい。今月は8月に因み「歯医者

さん」を攻めることにします。他の職種も結構で

す。 

② （出席奨励委員長の代理で）今年度出席率の目標

を100％としており、一度は100％を達成した 

い。9月16日のG訪問例会で是非やりましょう。 

３ 例会後、定例理事会があります。 

 

 

◎幹事報告           幹事 入沢 修自 

 配布：Rの友8月号、G月信8月号、前年度決算書 

    会員推薦状、親睦旅行アンケート。 

 回覧：第65回社会を明るくする運動啓発パレード協 

    力のお礼、富士見RC会報。 

他クラブ例会変更：事務局へ問合せ。 

 

事務局のお盆休みは8月11日〜16日です。 

 

 

 

 

 

 

 

◎米山奨学生奨学金授与     会長 宮本  誠 

明日からタイに帰って来るそうです。 

 

 

 

 

 

 

【 諸事報告 】 

◎その他委員会 

 ★会報・記録委員会      委員長 森本 由美 

前回の会報から載せている“Who am I?”ですが、 

回答を記入式のクイズ方式にします。正解は次週 

の会報で発表します。当籤者には当籤賞を予定。複数は

ジャンケンで、正解なしでは本人に当籤賞を。 

出席奨励を兼ねておりますので、当籤しても欠席 

の場合は受賞権利なしです。賞の予算枠は理事会に 

お願いしてあります。 

 

 ★ＳＡＡ・親睦委員会     委員長 若林 克昌 

親睦旅行ですが2年ぶりに復活です。11月8〜9日を 

予定しています。お配りのアンケート用紙にご意見を 

記入して提出して下さい。 

◎出席報告      出席奨励委員会 吉沢 洋景 

会員総数                32名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           16名 

        出席義務免除者      8名   

   計                24名 

出席率        24/32  =  ７５.００％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 村上 久 

 古谷 誠康様 宮本会長震災の際は本当にお世話に 

なりました。ジェシカさんをこれから 

もよろしくお願いします。＆ジェシカ 

さんお帰りなさい。 

 宮本  誠 Jessicaよく来たネ。古谷さんようこ 

そいらっしゃいました。 

 宮本  誠 暑いですネー。 

       素晴らしい夏ですね～。 
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国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリークラブ 
        ２０１５～２０１６年度 

 

恐れず改革、フレッシュな25 周年クラブを！             
                                                                                                                              



 入沢 修自 ジェシカさんようこそ 古谷さん平和 

フェローではお世話になりました。 

個人的には青森のねぶた祭り見てきま 

した。 

 足立潤三郎 田村先生卓話楽しみにしています。 

 荒瀧 義機 古谷誠康様 ノピパット君 ジェシカ 

ヴィッヒマンさんようこそいらっしゃ 

いました。楽しんで下さい。 

猛暑が続きますね！ 

 大松 誠二 田村さん、卓話を楽しみにしています。 

       ノッピ君 ジェシカさんこんにちは。 

 遠藤 二郎 アツいですね！！ 

 伊澤ケイ子 お客様ようこそ。 

田村先生卓話楽しみです。 

 片山 哲也 田村さん 卓話楽しみにしています。 

 菊池  敏 ジェシカようこそ！ 

 小泉  博 お客さま暑い中ようこそ 田村さん 

       卓話楽しみです。 

 宮村  宏 ジェシカようこそ 久しぶりの日本は 

       如何ですか。 

 斎藤 誠壽 ジェシカヴィッヒマンさま ノピパッ 

トさま ようこそお越し下さいました。 

 中谷 綋子 暑いですね お客様ようこそ。 

 森本 由美 ジェシカさん、ノッピ君ようこそいらっ 

しゃいました。田村会員卓話よろしく 

お願い致します。 

 三田みよ子 暑い中お客様ようこそ。 

 村上  久 毎日暑いですねネ！お客様ようこそ！ 

 海野 榮一 熱い熱い！ミッドサマー すこぶる 

       元気です！！ 

 津守 弘範 ジェシカようこそ日本は暑いでしょう。 

 若林 克昌 猛暑が続きますが水分補給して体調に 

       注意しましょう。 

 

本日の合計￥３０,０００（ 累計￥１４３,４６０） 

 

◎ジェシカ挨拶       紹介：会長 宮本  誠  

ジェシカは元青少年交換留学生と

して来ていたのですが、3.11大震

災、原発問題で本国より召還され帰

国したという経緯があります。 

その後大学を出て今は弁護士の秘

書をしております。 

※ジェシカ ： よろしくお願いしま～す。 

古谷 誠康様から一言   

5年前に地区の青少年交換委員長をしておりました。 

その時ジェシカをホストして頂い

たのが貴クラブです。宮本さんが

（当時カウンセラー）熱心に対応し

ていただきましたが、残念ながら3

月に帰らなければならなくなって

しまいました。今も皆さんとジェシ

カが繋がっているということは素

晴らしいことだと思います。 

◎卓話「地域包括ケアにおける医師会の取組」 

               田村  豊会員 

これからの世の中、高齢者が増えて、入院したくても出

来ないことになっていきます。 

医療費削減ということで、国は病床を減らすことを固く

決意しています。高齢者はやむなく自宅で療養し余生を

送ってもらおうということになっております。 

入院せず在宅療養するのは2つの型があり、一方は濃厚

治療を望まない型、現在すでに在宅している方は殆どこ

の型です。これから増加が懸念されるのがもう一方の型

で入院したくても出来ず、やむなく自宅に帰り何かあっ

たら夜中でも直ぐに医者を呼

び、即座な対応を期待する。 

前者は元々主治医と信頼関係

が出来ているが、後者はそう

ではない。引き受ける医者も

引いていってしまう。もっと

機動力のある訪問診療をしな

いとこうした患者には応える事が出来ない、と考えてい

ます。これはやがて大きな社会問題となり、医師会に課

せられた使命です。これに対応するには個々の開業医で

は無理で、訪問診療をするグループを組み補完し合う形、

中核となる200床以下の病院を中心とした、もっと大き

な往診チームを作ると良いのではないかなど考えてい

ます。更に診—診連携における情報の共有にICT(ITを使

った情報連携)の利用。介護保険との組合せでケアーマ

ネさん、ヘルパーさんとの連携を密にしなければならな

いと考えています。 また最近増加しているモンスター

患者、これなどは変な誤解から訴訟問題にもなりかねな

い危険性があり、勉強していかないと非常に仕事もやり

にくい時代になってきています。 

地域包括ケアーというのは、地域全体の助け合いの仕組

み作りで、その担い手として医療従事者、介護福祉の専

門家だけでなく手助けをしたい一般市民など、皆で力を

合わせて作らないといけない。それを今、行政も一生懸

命やっています。バラバラになっている取り組みを効率

よくまとめなければいけない。それには医師会の方から

働きかけをしないといけないと思っています。 

 

◎卓話のお礼           会長 宮本 誠 

 皆さん、モンスター患者にはならないように！ 

 

※ジェシカに皆さんからサプライズお小遣いプレゼント‼  

◎閉会点鐘           会長 宮本  誠 

   

（今週の担当 吉沢 洋景） 
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