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例会場

〒640-8156 和歌山市七番丁26-1
ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055

例会日

毎週金曜日 12時30分～13時30分

本日のプログラム

第２７９３回 例会
○ ソング「４つのテスト」
〇 和歌山城南RCとの合同夜間例会
アバローム 紀の国
１８:３０～

会長報告
本 日 の 会 長 報 告 は、「My
Rotary」 のアカウント登録につ
いてのお話をしたいと思いま
す。
そもそも「My Rotary」とは何
か、ということですが、RIのホー
ムページの会員専用ページと
お考えいただければよいと思
います。「My Rotary」のアカウ
ント登録をすれば、ロータリー
の活動や地区・クラブ運営に必要な情報やデータを随時
入手できる便利なシステムである、と説明されています。
皆様の会員ボックスにお入れしました資料、ガバナーの
マンスリー・レターに掲載された「My Rotaryにアカウント登
録しましょう！」という文書をご覧ください。２６４０地区のMy
Rotary登録状況（９月１８日現在）が掲載されています。そ
して登録目標５０％の文字が見えます。この目標は、樫畑
ガナバーの掲げられた地区の目標の一つであります。地
区すなわち各クラブにおいて、登録率を５０％以上にしま
しょうということです。そして、各クラブの登録率が表に纏め
られて、公表されています。９月１８日現在我が南クラブの
登録率はいかほどかといいますと、１１．１％の登録率と
なっています。この数字は、過去３年程の会長幹事、地区
役員、地区委員の方々が任意で登録をした結果です。こ
の数字を各クラブ５０％以上にしましょう、というのが地区の
目標です。
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「 BE THE INSPIRATION 」

2018-2019年度 RI会長 バリー・ラシン

２０１８年１０月２５日（木） No.２７３７

2018年１０月 第４週

次週のプログラム

１１月 ２日（金）
○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」
〇 卓話「今ドキの子育て“イクメン”から生まれる
“イキメン”（地域で活躍する男性）の
地域活性について」
（株）ジョージ 代表取締役社長
放送作家 杉山 錠士 様
では、どうやれば「My Rotary」 のアカウント登録ができる
のか、と言いますと、資料に登録方法が記載されていま
す。Step1からStep６までの手順がありまして、Step２から
は、もう一つの資料（ホッチキス留めした2枚もの文書）に詳
しく説明があります。ポイントは、アカウント登録の登録事項
の一つである「ログイン用Eメールアドレス」です。
９月に入りまして、皆様にMy Rotary 登録用のEメールア
ドレスのご確認をしていただきました。その確認いただいた
アドレスをアカウント登録において確実に入力する、これが
ポイントになります。万一違うメールアドレスでアカウント登
録をしてしまうと、その方は南クラブの会員とは認識されな
いまま登録がされてしまいます。つまり、南クラブの登録率
を計算する数字に算入されないことになりますので、くれぐ
れもこの点御注意いただきたいと思います。
１０月の末には地区大会が予定されています。おそらく
ガナバーは地区大会のどこかで、データを示しながら、各
クラブの登録率についてお話しされるかと思います。でき
ればその際、南クラブとしましては５０％を達成できていれ
ば、会長としては嬉しいなと、またガバナー補佐の豊田会
員の面目も保たれる、ということになりますので、是非とも皆
様、この週末に「My Rotary」 のアカウント登録にチャレンジ
していただければ幸いであります。

幹事報告（代理：副幹事）
来週、26日（金）の例会は、前日の25日（木）アバローム紀
の国18:30～和歌山城南ロータリークラブとの合同例会に
変更となっております。

２０１８年１０月１９日（金）
会員８１名（出席規定適用免除会員１０名）
出席５８名 ホームクラブ出席者７１．６０％
出席総数出席６８名（免除会員含み）確定出席率：８６．０８％
（会員８１名 出席規定適用免除会員１０名（内出席８名）
（言行はこれに照らしてから）

Ⅰ 真 実 か どうか Ⅱ み ん な に 公 平 か Ⅲ 好 意 と友 情 を深 め る か Ⅳ み ん な の た め に な る か ど うか

皆様お間違いのないようお願い致しま
す。
また、合同例会への出欠に変更があ
る場合は、なるべく早く事務局迄ご連
絡下さい。

卓 話
「ぼけ」ても心は生き
ている
～認知症を知って備える～

委員会報告
①雑誌・広報委員会 庵田正二委員
来週火曜日、10月23日は人間万歳の
放送日です。
ご出演は、和歌山県庁健康推進課の
小畑様、以前、卓話にもお越しいただ
いた方です。
11月8日、いい歯の日と、和歌山県の
条例によるいい歯推進月間についてお話しいただきます。
リスナーへのプレゼントは株式会社オーヤマより文房具の
プレゼントとなります。ご提供ありがとうございます。
②地区大会 山田守委員
地区大会記念市民公開公演開催のお
知らせ，10月28日（日）１０時よりホテル
グランヴィアで講師世耕石弘の，知と
汗と涙の近大流コミニケション戦略,記
念講演が15時15分より、元ミズノ社長、
水野正人氏のオリンピックレガシーと
ロータリーです。多くのご参加をお待ち
しております。
③青少年交換委員会
樫畑国俊カウンセラー
サクラさんを連れて参りました。先月9
月は体育際と重なり、二か月振りとなり
ます。先程ライン交換が出ましたので、
今後はスムーズに連絡を取る事ができ
安心です。
バレーボール部で月水金と活動し、また柔道部に入り火木
土と活動をしているとの事です。それではサクラさんから一
言お願いします。

2018年度
長期青少年
交換学生
今 年 度、長 期 青 少 年 交
換受入学生のSakuraさ
んよりクラブ活動等の
報告があり柔道着も披
露してくれました。

公益社団法人
認知症の人と家族の会
顧問（前代表理事）

髙 見 国 生 様
「認知症にだけはなりたくない！」と思っていませんか？
高血圧や糖尿病にだけはなりたくない、とは思わないの
に、なぜなのでしょう。
それは、認知症なったら何もわからなくなってしまう、そん
なになってまで生きていたくないと思うからではないです
か？ それにもう一つ、認知症になったら家族に迷惑をか
ける、と思うからではないですか？
その二つともが、誤解や認識不足からだとわかったら、認
知症にだけはなりたくないとは思わないし、むしろ、認知症
になることを恐れるのではなく認知症になっても安心して暮
らせる社会になることを願うのではないでしょうか。
私はそう思って、37年間、「家族の会」の活動を続けてき
ました。
「ぼけても心は生きている」―そうです。自宅にいるのに
「お世話になりました、帰ります」と言ったり、夫に向かって
「どちらさん？」と言ったりすると、何もわからなくなったと思
われがちですが、極端なもの忘れで昔に戻っているので
す。以前はこの家ではなかったし、夫はもっと若かった。本
人の気持ちになれば、何も不思議なことではありません。
「社会の進歩が家族の苦労を軽減する」―これも間違い
ありません。私が養母を介護した約40年前は、介護は家族
の力のみでしなければなりませんでした。しかしいま、介護
保険制度ができ社会の関心も高まってきています。もっと
社会が進歩すれば、家族の苦労は間違いなく軽減されま
す。
知は力なり、と言われます。認知症のことを正しく知って、
もし自分がなっても、家族の誰かがなっても慌てずに対応
して、本人も家族も安穏に暮らせるように心がけましょう。
高齢になるに伴って誰にでも起こりうる病気であるのなら
一口に認知症といっても、その原因になる病名は数十種
類もあると言われていますが、主なものはアルツハイマー
型、脳血管型、レビー小体型、前頭側頭型です。

ニコニコ箱
三木君・・・〇柴田幹事の目の手術 成功祈願。〇ﾀｲｶﾞｰｽ矢野新監督 就任お祝い。来年の交流戦 優勝で「六甲おろし」だ！
大林君・・・ニコニコ掲示板にカラオケ同好会のお店をご案内させて頂いています。
宮脇君・・・楠部様に写真を頂いて。大林様にごちそうして頂いて。
柘植君・・・人間万才これからもよろしくお願いします。
山田守君・・・北畑会員、幹事代行頑張って！
北畑君・・・楠部さんに写真をいただいて！！Sakuraさんをお迎えして。
中村（和）君・・・SAA、林委員長、戸井さん、横田さん、保田さん他、皆様にお世話になり。初めてのSAAです。

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」

