
《ゲスト》

瑞光園ホームヘルパーステーション

管理者　山口幸人様

《ビジター》

南グループ AG 源新和彦様 (八戸北 RC)

久保隆明様 (八戸北 RC)

《会長要件》吉田立盛会長

　折からの雪で皆様の所も雪かき大変だ

と思います。去年雪が降らなかったもの

ですから暖冬ではないかと言われており

ましたが、これだけ雪が降ると天気だけ

は読めないという感じがします。

　今日は職業奉仕委員会の担当例会とい

うことで先ほどもご紹介しましたが、瑞光園の山口

さんからお話をしていただくことになっており、同

じ福祉関係の仕事をしているものとしても楽しみに

しています。

　先週は新会員歓迎例会で夜の例会で西尾会員にお

話をしていただきましたが、やはり若い人のお話は

新鮮でいいなと思いました。私も入会したときは若

いと言われて下から二番目でしたが、いつの間にか

44 歳になっていました。若い会員が入るとクラブも

盛り上がると西尾会員のお話を聞いていて痛感致し

ました。退会者もここ最近何人か出ております。私

も頑張りますので、皆様にも是非、新会員増強にご

協力をお願い致します。

《本人誕生日》　　　　　　　《奥様誕生日》

金田会員  村上会員　　　　山﨑会員

田守会員

《結婚記念日》

金田会員

《幹事報告》平光幹事

　・例会変更のお知らせ、八戸ＲＣ 2

月 8 日（水）時間場所変更、八戸東Ｒ

Ｃ 2 月 10 日（金）時間場所変更、八

戸北ＲＣ 2 月 21 日（火）時間変更、2

月 28 日（火）任意休会

・サイクルアイが届いています。

《ニコニコボックス》山﨑委員

南グループＡＧ源新和彦様 :ニコニコ

吉田立盛会長 : 山口様、本日はありが

　　　　　とうございます。源新様、

　　　　　久保様ようこそ。

平光幹事 : 山口様、源新様、久保様、

　　　　よろしくお願いします。

石橋会員 : 担当例会です、山口へルパさん、卓話よ

　　　　ろしくお願いします。

西村会員 :山口様、源新様、久保様、本日はようこそ、

　　　　ありがとうございます。

本人誕生日 :村上会員、田守会員

奥様誕生日 :下田会員、山崎会員
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　正会員数 41 名。本日の出席は免除

会員 6 名を含む 24 名。出席率は 63％

です。前々回の例会は蕪嶋神社で一

年間の安全祈願をしてきました。

《出席報告》原委員長

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１）真実か どうか
２）みんなに公平か
３）好意と友情を深めるか
４）みんなのためになるか どうか



是非皆様ご参加いただければと思っています。12 月

に各ロータリークラブさんに IM のお願いをしていま

すが、その中でロータリー 100 周年にまつわる川柳

を各クラブから１句募集をさせていただいておりま

す。川柳ですから季語とか関係ありませんので、難

しく考えず遊び心を交えながら皆さんで考えていた

だいてクラブから１句出していただきたいと思って

います。当日はどの川柳が一番いいか投票で決める

ことにしておりますが、投票の際には 500 円以上出

していただいて投票していただきますが、集まった

お金はクラブごとに集計して財団に寄付させていた

だきたいと考えておりますのでよろしくお願い致し

ます。１首に選ばれたところには商品を準備してお

りますし、寄付の多いクラブも１位から３位まで懇

親会の時に表彰するという企画を設けておりますの

で、是非皆さんご参加していただければと思います。

《職業奉仕委員会》石橋委員長

　今日は担当例会ですのでよろしくお

願い致します。2 月 4 日によろず相談が

行われますので相談担当者の皆様よろ

しくお願い致します。よろず相談のポ

スターとチラシを用意しておりますの

でお帰りの際にはお持ち帰りください。

　今日は瑞光園の山口さんに来ていただいています

が、青森県初の 24 時間対応型の訪問介護サービスに

ついてお話していただきます。私の両親も 90 過ぎて

亡くなりましたが、介護するのに非常に大変な思い

をしました。近所にもそういう方がいらして大変だ

と言っていますが、役所に相談に行っても施設があ

るよというだけでなかなか詳しい話は聞けませんの

で、今日は山口さんに介護についてお話しいただき

ます。

《ゲストスピーチ》山口幸人様

　皆様こんにちは、私は社会福祉法人

同伸会瑞光園という所から参りました

山口と申します。私ども法人の母体は

特別養護老人ホームですが市内に 10 数

か所在宅サービスの拠点を設けており

まして事業展開をさせていただいてお

ります。本日は在宅サービスの中にあります瑞光園

ホームヘルパーステーションという所でやっている

訪問介護についてご説明させていただきたいと思っ

ています。このサービスは先ほどご紹介ありました

が 24 時間サービスで県内初めてのサービスで「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護」というサービスで

すが、全国的にみても 3 年位前から始まったサービ

スですがいろいろ支障があってなかなか普及してい

ないという事情があります。その一つの理由として

周知がうまくされていないというのがありまして、

本日こういう場で説明させていただくというのが非

常に有り難く思っています。もう一つの支障は採算

性が合わないということで、全国的にも手を出しに

くい事業ではありますが、我々は社会福祉法人です

ので地域に必要なサービスは率先して取り組まなけ

ればならないという使命もありますので、青森県の

公募に手を挙げて非常に厳しい審査もありましたが

《ご挨拶》南グループ AG 源信和彦様

　皆様とお会いするのは今年初めです。

新年のご挨拶を申し上げます、明けま

しておめでとうございます。

　昨年は公式訪問、地区大会とご協力

を賜りまして本当に有難うございまし

た。また、長嶺ガバナーをお支えして

いただくのに大変ご尽力を賜りまして心からお礼申

し上げます。本年もどうぞよろしくお願い致します。

　2 月 18 日には IM が予定されておりますので今日

はそのご案内とお願いに上がりました。IM は皆様ご

存知とは思いますがグループ内のロータリアンが一

堂に会して、ロータリーの話とかその時々の話題性

の高い案件について学んだり、討論をする場と言わ

れております。また、併せて親睦を深める場でもあ

りますが、今回はテーマといたしまして昨年度規定

審議会でさまざま改定された規定の中から出席と会

合、そして会員身分の 3 点を取り上げて討論をさせ

ていただきたいと思っております。この 3 点に共通

しているのはいずれも今の定款とはそんなに変って

はいないのですがその中に規定の例外というのがあ

りまして、要はクラブの細則で定めれば、クラブの

細則で定められたものが優先するということです。

例会で見てみますと標準定款細則では月 4 回となっ

ておりますが、クラブの細則で定めれば 2 回でもよ

いということです。会員資格についてもクラブの細

則で定めれば標準定款の会員身分以外でも優先され

るということで、準会員、家族会員、法人会員とか様々

な形態の会員が考えられますが、それがクラブの将

来にプラスになるならば上手に活用すべきだと思い

ますが、あまりにも乱用しますとロータリーらしさ

がなくなってしったりとか、様々な弊害が出てくる

可能性がありますので、その点につきましてグルー

プ内で皆さんで一緒に話し合いを持ちたいなと思っ

ております。当日の講師として今年のロータリーの

友の 1 月号 14P に載っておりますが本田博己さんと

いう方で、今現在は日本のロータリー 100 周年委員

会ビジョン策定特別委員会の委員長をされています。

今回は職業奉仕の件でここに投稿されていますので

是非目を通していただきたいと思います。大変ロー

タリーのことを勉強されている方と伺っております

ので、この方に来ていただいて規定審議会の変更の

ポイントと我々ロータリーは今後どういった道を選

択していくべきなのかということを、皆さんと意見

交換をしたいと思っておりますので一人でも多くの

方のご出席をお待ちしております。

《IM ご案内》久保隆明様 (八戸北 RC)

　皆さんこんにちは、八戸北ロータリー

クラブの久保と申します。初めて南ク

ラブさんにメーキャップさせていただ

いたのですが、奥様の誕生日祝いがあ

り、明日は女房の誕生日だということ

を思い出しました。次期幹事ですので

うちのクラブでも導入しようかなと思いました。今

日は IM のご参加のお願いでまいりました。IM が終

わった後の懇親会でロータリー財団 100 周年を祝う

会というのを一緒に開きたいと思っておりますので、



何とかクリアして昨年の 11 月からようやく開設致し

ました。初めてまだ 3 か月弱ですがその中から今の

状況などについてご説明させていただきます。

( スライドを使い事業内容などの説明をしていただ

きました。)
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