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前回例会の報告

『ガバナー公式訪問』

第2156回（9月6日）例会記録
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※ご都合お繰り合わせの上、是非ご出席いただき
出席100％になりますよう、宜しくお願い致します。

クラブ管理運営委員会
本日献立

「人類に奉仕するロータリー」

室蘭岳

中華ランチ（中華風エビカレー、サラダ、
スープ、デザート）

会長報告
１．次週９月１３日（火）の例会は、ガバナー公式
訪問例会となっております。多くの会員の出
席をお願い致します。また、例会終了後記念
撮影を行いますので、宜しくお願い致します。
２．ツーデーマーチについて
お手伝いの協力のお願い
開催日：2016 年９月 10 日（土）
会 場：洞爺湖温泉湖畔遊歩道広場
（例年通り）
集合時間：9：00 ぐらい
幹事報告

次回の予定プログラム

親睦家族移動例会
『余市蒸留所見学ツアー』
９月22日（木）
集合場所：ホテルサンルート室蘭
出
発：８：30
クラブ管理運営委員会
※９月20日（火）は振替休会となっております。

各種記念日
誕生記念日

小野寺浩二 会員

９月６日

結婚記念日

三浦

義隆 会員

９月２日

創立記念日

小野寺浩二 会員

９月３日

ニコニコＢＯＸ
藤井徹也（２ヶ月連続でホームクラブ出席１００％
達成しました）

●例会場 ホテルサンルート室蘭
●例会日 毎週火曜日 12：30 P.M.
●事務所 室蘭市中島町2丁目28-6
●電 話 0143-45-6569 ●FAX 0143-50-6578
●URL http://murokita-rc.org/
●E-mail mur-n.rc@athena.ocn.ne.jp

１．本日例会終了後、理事会がございます。関係
者はお集まり下さい。
２．米山梅吉記念館より、館報と秋季例祭のご案
内が届いております。例祭出席ご希望の方は、
事務局までお問い合せ下さい。
日時：28 年９月 24 日（土）
開会 14：00（受付 13：00〜）
場所：米山梅吉記念館ホール
講師 あわや のぶこ氏（知半庵々主・
知半アート代表・元Ｒ財団留学生）
演題「ロータリー留学という原点と私
ー伊豆の国際的な文化再生を願ってー」
３．ポリオ募金のお願い
お一人様 100 円をお願い致します。

One Coin Box
８月末までのワンコインボックスの累計は

2,048円

Thanks for your warm support
委員会報告
１．内池眞人国際奉仕委員長より
当クラブの活動がロータリーの友に掲載さ
れました（別掲）。

出席報告
会員数
出席率

42名
69.05％

出席者数
欠席者数

29名
13名

前回例会のプログラム

卓話『老人介護施設の
入所から退所について』
赤崎 幸三 会員
クラブ管理運営委員会
介護保険上、施設と呼ばれるものは次の３つが
ありあます。介護度が重く、医療的サービスがかな
り必要な方は「療養型病床群」、介護度が比較的軽
く、医療的 サービス が 軽 度な方は「老人保健 施
設」、介護度が重く、医療的サービスがかなり軽い

できない、あるいは認知症を患い一人では生活で

方は「特別養護老人ホーム」に入所可能となりま

きないなどの状況からどうしたらよいか。まずは、

す。その中で室蘭市内には老人保健施設が３か所

ケアマネジャーに相談してください。居宅介護支援

あります。憩さん、母恋さん、エバーグリーンハイツ

事業所あるいはケアマネジャーという事業名で探

室蘭です。

せます。ケアマネジャーは市に連絡して要介護認定

御家族が突然要介状態になったときに、どうす

を受ける手続きをし、できるだけ自立した日常生活

ればいいのかわからない、という話をよく聞きま

を目指して様々な介護サービスを駆使して計画を

す。脳梗塞などで麻痺が残り、日常生活が一人では

してくれます。入所の生活については、当施設の
ホームページを参照してください。
また対処ですが、以下のような退所事由がありま
す。多い事由は違う施設に転所することです。医療
サービスが重くなってきた、介護度が重くなってき
た場合、老人保健施設から転所になります。あとは
病状が急変して病院に入院となることです。中には
リハビリによりご自宅に帰られる方もいます。
何か介護が必要な状況になった場合、ケアマネ
ジャーに相談するということを覚えていて欲しい
と思います。

ロータリーの友に
掲載されました
2016 年６月４日（土）に行われた、室工大留学生
との
「室蘭岳交流登山」が、ロータリーの友９月号に
掲載されました。
国際奉仕委員会・青少年奉仕委員会

議

事

録

第３回理事会 議事録
日 時：平成２８年９月６日（火）例会終了後
場 所：ホテルサンルート室蘭
出席者：徳永賢二、荒谷信幸、菅原義男、
松田博文、赤崎幸三、小野寺浩二、
齊藤俊一、斉藤崇、廣瀬禎、笹谷豊明、
加藤栄吉、猪俣英二
【議 題】
１．
９月10日・11日
北海道ツーデーマーチについて ……… 承認
○各クラブ20,000円の負担
○ウォーキング参加２名・お手伝い３名
２．
９月13日（火）
ガバナー公式訪問について …………… 承認
３．
９月17日（土）
カントリーデーについて ………………… 承認
○室蘭東RC・インターアクトに室蘭東クラブ
に要請する。
○RACとインターアクトの飲み物代負担は社
会奉仕から支出
４．
９月22日（木）
親睦家族移動例会について …………… 承認
５．10月２日（日）
地区大会について ……………………… 承認
○会員27名・RAC３名・事務局 計31名登録
○今年度はRACの登録料3,000円地区より負
担金あり。
６．10月18日（火）職業奉仕委員会
職場訪問移動例会について …………… 承認
７．青少年奉仕委員会・RAC
「第44回地区協議会」
「 第17回アジア第１ゾー
ン代表者会議」について ………………… 承認

ボーイスカウト・カントリーデーと
知利別川清掃のご案内
日

時：９月 17 日（土）
９：45 向陽公園集合
10：00〜12：00
ゴミ拾い、草刈り作業
12：00 解散
持ち物：長靴、軍手、火バサミ、清掃用の服装
その他：①小雨決行、雨天時は 8：30 迄連絡
②クラブジャンパー着用のうえ
お集まり下さい
一人でも多くの会員の方々にご協力ご参加
いただきたく、ご都合繰り合わせの上宜しく
お願い致します。

○川本会員、畠山君の2名出席、登録料、交通費、
宿泊費出金あり。
８．財界さっぽろ記事掲載について ……… 承認
○掲載内容はカントリーデーと交通安全啓発
運動
９．新会員について ……… 次回理事会にて協議
10．その他
○村上正子様よりクラブに寄付 ……… 承認
寄付金の処理について
特別寄付金口の口座に入金。
創立45周年に招待して感謝状を贈る。
○13日ガバナー公式訪問例会 ………… 承認
国際奉仕委員会の廣瀬委員長が、例会時にポ
リオプラスの募金箱を持って協力のお願い
をする。
○ロータリー財団100周年記念シンポジウム公
共イメージ向上協力金のお願いについて
承認
クラブ負担とし、一人当たり300円で会員数
分協力 12,600円
○８月25日（木）
３ＲＣ合同例会タクシー代について… 承認
片道：800円
往復：1,600円
請求書は不要、領収は発行、例会場にて徴収
○創立45周年実行委員会より
予算（案）について今後内容の精査
○青少年奉仕委員会より ……………… 承認
＊少年野球チームへボールの寄贈する
（４チーム×＠4,360＝17,440円）
＊９月17日の蘭東少年野球大会は、
３名が始
球式に出席し終了後行ける会員はカント
リーデーに参加
＊蘭東少年野球同好会への寄付金は、
20,000円（例会場にて贈呈）

親睦家族移動例会のご案内
『余市蒸留所見学ツアー』
日時：９月 22 日（木）8：00 集合
集合場所：ホテルサンルート室蘭
会費：2,000 円
（ご家族参加される方のみ徴収）
小中学生 1,000 円
奨学生未満 無料
【スケジュール】
8：30 出発
9：10 洞爺湖ＩＣ
11：20 余市ワイナリー到着、昼食
13：00 余市蒸留所見学ツアー
14：30 余市蒸留所出発
17：30 ホテルサンルート室蘭到着

