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「岡崎市の歴史文化の継承と芸術文化の発展 ―美術博物館の活動と使命―」
岡崎市美術博物館 副館長

堀江 登志実様

11 月はロータリー財団月間です

【前回の会長挨拶】（第 2092 例会）
11 月 13 日(日)「ロータリー財団１００周年記念行事」岡崎東ロータリ－デーとして岡
崎平和学園の児童とともにサツマイモの収穫体験を行いました。中根青少年奉仕委員長は
じめ関係者の皆さん、準備が大変だったと思いますがありがとうございました。
絶好の天気に恵まれまして例年と同じく、おかざき農遊会さんの畑で行われました。
小島ガバナー補佐・伊与田分区副幹事も来られ、岡崎ローターアクトクラブからも参加
いただき、中部経済新聞社・東海愛知新聞社も取材に来ており盛大に行われました。
この事業は三浦年度から始まったもので、今年で３年目となります。当初は継続を前提としたものでなく単独
事業として始まったのですが、平和学園の児童の皆さんに好評であった為３年間続いています。芋掘りをする子
供たちを眺めながら施設長の上川さんとお話ししたことですが、週末になると家族の方が子供たちを迎えに来る
訳ですが、迎えに来てもらえない子供たちの方が多いそうです。ですから、このように外に出かけることはとて
も嬉しいとのことです。次年度は、芋掘りに限定せず新たな企画を考えられてもいいかもしれません。
ロータリーの５つのブランドは親睦・高潔性・多様性・リーダーシップ・奉仕です。奉仕の意味は「笑顔でな
い人を笑顔にすること」です。素晴らしいロータリー活動ができたと思います。

【前回の卓話】「2025 年に向けた地域医療構想とその問題点」
岡崎市民病院 院長 木村次郎

様

医療介護一体改革の地域医療に関する背景と、地域医療構想と問題点を取り上げます。
2014 年に医療・介護総合確保推進法の法律が成立しました。正式名称は、
「地域における
医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」でありま
す。将来の高齢化に向け医療と介護の総合的な確保を推進する法律であり、地域包括ケア
システムの構築とともに医療と介護の連携を図るものです。
この中に、後期高齢者の増加により設定された「病床の機能分化と連携」が規定されて
いますが、病院機能で分けた病床の振り分けは強引なものだと感じています。2025 年が医療の需要ピークとな
り、2030 年が介護のピークと言われています。若者の病気は、回復が早いが、高齢者は重症化しやすく回復が
遅い。また高齢者は入退院を繰り返し、合併症により病気を振り返すことで病院から帰ることができない状況が
続きます。そこで、病気を治すというより、病気と共存し上手に付き合うことが大切だとの考えから地域密着型
病床が必要であり、通いやすい病院の確立が必要となります。
地域医療構想による背景として日本の医療従事者は、確保されているといえますが人口当たりの病床数が多く、
病床当たりの医療従事者が少ない状況です。起因して平均在床日数が長く、診療が長引く傾向にあります。
これまでの病院機能が判りにくいとの指摘があります。急性期病院なのに重症化や、慢性化病状の診療をして
いるとの指摘があり、病床の機能分化が進められています。急性期病床を削減して、不足気味の回復期病床を増
やします。地域密着型病床の病院を増やし地域へ戻す流れを作ることが求められます。療養型の病人を在宅や在
室に戻しましょうとの流れとなります。
地域医療構想の根本的な背景は、働く世代は、早く治して社会復帰させる。高齢者を高額医療に頼らせずソフ
トランディングさせ、医療費をかけない治療が必要です。
地域医療構想を実現するには、意識改革が必要です。医療とは、働く人を確保することであり、それを担うの
は急性期医療や専門医療機関であります。医療の考え方は、
「治す医療」と健やかな老後と安らかな終末期を支援
する「癒す医療」へと進んでいます。病気は治らなくても癒す医療、地域で生活できる環境を整える医療、地域
密着型医療が求められ、
「とことん型医療」から、「まあまあ型医療」に対する意識改革が大切です。医療従事者
は、治す医療からの脱却が必要となり高額医療に頼らない治療を心がけます。それには患者を「癒す技術と倫理
性」が必要となります。
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市民の皆さんにも意識改革が必要です。病気になり言葉を発することができなくなった時の為、事前の意思表
示は重要です。尊厳死に関わる内容でありますが、本人が意思表示をしておくことで適切な医療を受けることが
できます。
「とことん型医療」と、
「まあまあ型医療」の選択は、本人も家族も難しいものであり、ご自身が生前
に意思表示をしておくことが必要です。 地域医療構想は、多くの課題を抱えていますが、医療従事者と共に皆
さんの意識改革が必要である事をお伝えし閉じたいと思います。

山内委員と卓話者 木村次郎様

卓話：地域医療構想とその問題点

中川副会長よりお礼の言葉

ようこそ！本日のビジター様

前々回(10/27)修正出席率 98.18％(欠席 1 名)

幹事報告
■ 第 10 回理事会報告

・年忘れ親睦家族例会開催の件
・下期会費請求の件（12/１～12 月末納入期限）
・事務局移転に伴う引越し概算見積りの件
・平成 29 年新春広告企画協賛の件
■ 11/16(水)第 2 回西三河中分区会長幹事会に小林会長、
幹事 酒井が出席しました。
■ 本日ガバナー事務所で開催される地区公共イメージ向
上委員会に坂野弘君に出席して頂きます。
■ 11/22(火)西三河中分区 IM 懇親会の説明会に三城親
睦委員長と加藤副委員長に出席して頂きます。
■ 次週 11/24 は移動例会です。場所は岡崎美術博物館
になります。お間違えの無いようにお願いします。
■ 12/1 例会はクラブ年次総会です。例会場が４階末広
になりますのでお間違えの無いようにお願いします。
■ 黒井克宜君の自宅住所の変更を週報あづまに記載し
たのでご確認ください。
■ 現在、事務局からのご案内を随時メーリングリストに
切り替えています。ご理解ご協力をお願いします。
ビジター報告 【岡崎南 RC】2 名
出席委員会
本日の出席率 75.51%(欠席 12 名)

親睦委員会 年忘れ親睦家族例会のご案内
会場委員会 次週移動例会 会場・駐車場のご案内
米山奨学委員会 小銭寄付のお願い
ニコボックス委員会
 小林清文君･酒井賢君･新浪勝也君











芋掘り参加の皆さ
んご苦労様でした。
山内隆一君 卓話者の紹介を柴田プログラム委員長の代
理でさせて頂きます／ぬかたふるさとまつりが絶好の晴
天に恵まれ大盛況で終えることが出来ました。
中根匡規君 ロータリーデー芋掘り体験無事開催でき
ました。ご参加頂いた皆さん有難う御座いました。
宇野弘隆君 私学助成の署名の協力お願いします。
小出一輔君 芋掘りは子供たちの元気な姿が見られ大
変楽しめました。中根さん始め皆様お疲れ様でした。
三城偉央君 石川さん色々お世話になりました。
佐藤寿行君 加藤さんお気遣い有難う御座いました。
西脇謙二君 生駒さん、今週末お世話になります。
黒井克宣君 先月引っ越しました。
草野信隆君･杉田広喜君･長坂勲君 ニコに協力します。

【活動報告】「ロータリー財団 100 周年記念 ロータリーデー芋掘り収穫体験」 青少年奉仕委員長 中根匡規
平成 28 年 11 月 13 日(日)～岡崎農遊会いも農園にて～

本年度はロータリー財団 100 周年の記念事業としてロータリーデー(イモ掘り収穫体験)を開催した。2760 地
区西三河中分区より小島ガバナー補佐、伊豫田分区副幹事にご参加いただけ、岡崎ＲＡＣからは 3 名の方に参加
していただいた。11 月とは思えない程の暖かい晴天のなか約 70 名にて、おかざき農遊会様のご協力のもと、
歓声を上げながらイモ掘りを楽しんでいる子供達、イモが畑でどのようにできているのか、お店とは違い、土の
ついたイモを触って何か感じてもらえてらと思いました。今回は記念品(文具品)を小林会長より岡崎平和学園へ
寄贈させていただきました。会員の皆様にも多数ご参加いただき、設営準備から子供達のイモ掘りの補助、授与
式、後片付けまでご協力いただき誠にありがとうございました。
＊取材協力・・・㈱東海愛知新聞社、㈱中部経済新聞社
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【会議報告】職業奉仕委員長会議

職業奉仕委員長 春名祐樹
平成 28 年 11 月 10 日(木)～名鉄グランドホテル～

11 月 10 日(木）に、名鉄グランドホテルにて開催された、クラブ職業奉仕委員長会議に出席して参りました。
高い倫理基準を持って、自らの職業を通じて社会貢献をする「職業奉仕」に関して、多くの有意義なお話を聞く
事が出来ました。

【会議報告】第 5 回地区公共イメージ向上委員会

地区公共イメージ向上委員

坂野弘

平成 28 年 11 月 17 日(木)～ガバナー事務所～

11 月 17 日(木)15:00 からガバナー事務所において行われました。毎月、委員会は開催していますので、今年
の目標である「My Rotary への登録」にむけて、色々な施策を話し合っています。まずは登録状況の確認。岡崎
東 RC はマイロータリアンである金本君の頑張りで登録者割合が 50％を超え、委員会に出席していても、鼻高々
です。各クラブから、My Rotary 登録についてのの卓話依頼への施策。その他について話し合い終了しました。
熱のこもった２時間でした。
12 月の例会予定
例会予定

例会会場

12/1(木)12:30～

内容

岡崎市竜美丘会館「末広」「クラブ年次総会」

12/10(土)18:00～ 名鉄ニューグランドホテル 「年忘れ親睦家族例会」
12/15(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」「日本の国土の 70％の現状」額田木の駅プロジェクト 鈴木啓允様
12/22(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」「半期を振り返って」会長 小林清文君・幹事 酒井賢君
12/29(木)

定款第 6 条第 1 節の規定により休会です

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

11 月 28 日（月） 豊田西

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

11 月 30 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

12 月 7 日（水）

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

三河安城

12 月 13 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

12 月 14 日（水） 岡崎

岡崎出雲殿１階 11:30～12:30

12 月 16 日（金） 安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

12 月 19 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

12 月 19 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

12 月 19 日（月） 刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

12 月 20 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

12 月 20 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

12 月 20 日（火） 西尾

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

11 月 30 日（水）

額田 GC

定例会

ひよどり会

12 月 8 日（木）

チャーム

定例会

写楽会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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