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コロナ以前のアメリカ
（前編）

会　員　　村上　綾一君

会員卓話

１ ．例会変更のお知らせ
沼 津 北…9/22（火）は祝日休会
沼 津 西…9/24（木）は移動例会

村上君…長くお休みして申し訳ございません。本日
は卓話を行います。よろしくお願いします。
野際君…結婚記念日のお祝いありがとうございます。
自分をほめてあげたいです。
髙原君…入会早 、々誕生日（8月）、結婚記念日（9
月）、妻の誕生日（10 月）、立て続けにいただきあり
がとうございます。
渡邉（雅）君…妻の誕生日祝いありがとう。

　ご無沙汰しております。新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、例会への参加を自粛しています。東
京の新規感染者数が減少したら例会に参加しようと
思っているのですが、木曜日や金曜日の陽性者数報
告は200〜300人で推移しており、安易に判断できな
い状況が続いています。本日は、私が自粛中に入会
された方にお会いでき、うれしく思います。
　アメリカも感染拡大が止まらず、感染者数は600万
人、死者数は18万人を超えました。最近では、大学
が授業再開したことによる感染拡大が問題になって
います。スポーツ観戦や集会での感染も増えていま
す。昨年までは誰もマスクをしておらず、握手やハグ
が当たり前だった国が、大きな岐路に立たされている
ようです。
　私が教わっていた先生もオンラインで授業をおこ
なうようになりました。遠く離れた日本で対面と同じ
ように授業を受けられるというのは、隔世の感があり
ます。ただ、60歳を超えた方が時代の流れに柔軟に
対応し、ウェブ会議ツールを使いこなして授業をおこ
なう様子は、さすがアメリカだと感じます。日本より
スマホやタブレットの普及率が高く、ご高齢の方でも
普段からスマホを使っていることが背景にあるので
しょう。誰もがスマホを持っていることを前提に社会
インフラを組み上げているように感じます。
　卓話のお時間をいただき、駆け足で話しましたが、
本日の 30 分だけでは半分も伝えられませんでした。
プログラム委員長とも相談し、ぜひもう一度機会をい
ただき、残り半分の報告をさせていただければと存
じます。
　本日9月11日は、アメリカ同時多発テロ事件が起き
た日です。今回の内容に合わせて、卓話の日時を9月
11日に指定したのですが、その話までたどり着くこと
ができず、次回に持ち越しとなりました。9月6日をシ
ナリオ上の大事な日と位置付けたにも関わらず、その
日に放送できなかった半沢直樹と同じ悔しさを感じ
ています。
　次回は12月4日を予定しております。よろしくお願
いいたします。

クラブ協議会❹
クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

　クラブ研修リーダーに課された役割は、個々のロー
タリアンの自主性を高めて、クラブ活性化のための
きっかけ作りを推進するものである。
　会長は、クラブの指導者として、Ｒの奉仕プログラ
ムの推進と監督をするという責務があり、研修リー
ダーは、会長年度のクラブ研修を充実させ、年次目
標の達成を支援するとともに長期的な視野で、会員
の指導力開発を推進する責務がある。今年度は、①
クラブ目標を分析し、成果を評価する。②新会員研
修の実施を推進する。③Ｒ情報提供の機会を設け
る。④Ｇ事務所からの情報を広報する。⑤現・次会
長および会長予定者との懇談の場を設けクラブの中
長期的な計画を立てる。
　特に、Ｒに対する考え方も徐々に変化しており、そ
れらに対応した運営を推進することが必要であると
思う。各委員会に協力を要請しながら効果的な推進
を心がけたい。

Ｓ・Ａ・Ａ 細澤　哲哉
　Ｓ・Ａ・Ａの仕事とは常に会長、幹事と情報の共
有を図り、規律を守りつつ例会を円滑に進めること
であると思います。日々の例会においては会員の皆
様はもとよりゲスト、ビジターの方々にも例会を楽し
んでいただけるよう、事前に会場の整備を整え、おも
てなしの心をもってお迎えいたします。3ヶ月毎のテー
ブル編成では1年間でより多くの方と親睦を図ること
のできるように工夫していきたいと考えております。
　他のクラブの例会に参加すると、それぞれ個性豊
かな例会を行っておりますが沼津クラブの会員の皆
様には「やはりホームクラブの例会は落ち着く」ゲス
ト、ビジターの方々からは「流石に伝統あるクラブの
例会は素晴らしい」と言っていただけるように努力し
てまいります。
　皆様方のご協力の下、副Ｓ・Ａ・Ａと共に1年間頑
張りますのでよろしくお願いいたします。
紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

四つのテスト
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
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会長挨拶� 会　長　野際　宏行
　本日は、沼津クラブのＳＮＳについてお話をさせていた
だこうと思います。東年度より�Facebook�の運用が始まり
ましたが、ご覧になられた方はどのくらいいらっしゃいま
すでしょうか。今年度から、上田君を中心にＦＢのチー
ムを作らせていただきまして、例会ごとに情報をＵＰして
いただいております。白壁君・大石君にも投稿をしていた
だいておりますが、基本的に上田君が例会の当日に投稿
していただいております。当初、気を遣って上田君も、白
壁君も私の写真を大きめに扱っていただいておりました。
近頃、自分の写っている写真を見ますと、顔は致し方ない
として、まず先に気になる箇所があります。先日の結婚記
念日、家内からのプレゼントに育毛剤も入っておりまして、
意味深なものを感じました。まだまだお前は大丈夫だよ、
とおっしゃる諸先輩もいらっしゃるかもしれませんが、だ
いぶ進行中ですので、おすすめのものをご紹介いただけ
ればとも思います。ということで、私の見難い顔は、先週
から小さくなりました。スマホをお持ちの方は、沼津ＲＣ
と検索をしてみてください。年度初めにＲ手帳に差し込む
例会予定表の裏面にもＱＲコードが付いておりますので
ご覧いただきたいと思います。
　ちなみに、静岡第2グループでＦＢを運用しているクラ
ブは6クラブです。沼津ＲＣ、ＦＢページへの「いいね」
24・フォロワー42。沼津柿田川ＲＣ、いいね54・フォロ
ワー62。沼津北ＲＣ、いいね140・フォロワー151。富士
宮ＲＣ、いいね149・フォロワー180。富士山吉原ＲＣ、
いいね244・フォロワー284。富士宮西ＲＣ、いいね302・
フォロワー322。各クラブとも多くのフォロワーやページへ
の「いいね」を獲得しています。沼津クラブの毎回の投稿
への「いいね」は、5〜9位です。それ以外に、上田君が自
身のＦＢにシェアしていただいているのでそちらのページ
でロータリアン以外の方が毎回10〜15人位の「いいね」を
しています。Ｒに親しむ・知ってもらうという観点からも、
皆様にはＦＢにアクセスいただきまして、フォロー・いい
ね・シェアをお願いしたいと思います。
他ＲＣ出席 ��積君（9.15沼津北）

欠席者（4名）
道前君、森藤君、村上君、野口君
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10月2日（金）
　米山月間担当例会「米山梅吉記念館物語」
� 会　員　　細澤　哲哉君

配偶者誕生日　　奥村美佐子様（茂春君）
　　　　　　　髙原富美子様（敏廣君）

10月9日（金）
　マッシュルーム栽培のきっかけ
� ㈲長谷川農産　代表取締役社長　　長谷川　光史様
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高齢者介護の現状と課題
会　員　　石川　三義君

会員卓話

１ ．後任ガバナー就任のお知らせ
⇒静岡ＲＣ 志田洪顯会員（2013-14年度ガバナー）
⇒地区幹事は静岡ＲＣ 寺戸常剛会員
２ ．2023-24年度ガバナー（2020-21年度ガバナーノ

ミニー・デジグネート）決定のお知らせ
⇒浜松ハーモニーＲＣ 中村皇積会員
３ ．10/4（日）「千本をよくする会」千本公園清掃奉

仕　⇒午前9：00〜・千本公園八角池前集合・雨
天中止・沼商ＩＡＣ参加予定

４．第7回日台Ｒ親善会議福岡大会中止のご報告

9月合計　14,000円
石川君…今日、卓話をさせていただきます。よろしく
お願いします。
太田君…明日、72歳になります。人生のパープレイ
です。
勝呂君…先日早朝より實石様に大変お世話になりま
した。
渡邉（雅）君…誕生日のお祝いありがとうございます。
渡邊（洋）君…誕生日のお祝いありがとうございます。
渡辺（芳）君…妻の誕生日祝いありがとうございます。

１ ．新型コロナウイルスの感染拡大と介護施設の
現状
　新型コロナウイルスの感染拡大の中、欧州各国フ
ランス、ベルギー、アイルランド、イギリスなどでは
コロナによる死亡者のうち 5割以上の方が介護施設
の高齢者。これに対して日本では5月末現在介護施
設での5人以上のクラスターの発生は29か所、感染
者の合計558人、死亡者は61人で、欧米に対して高
齢者の死亡も、高齢者介護施設での感染も極めて少
なく、今現在では介護崩壊・医療崩壊も起きていな
い。今後も、高齢者介護施設への感染を絶対的に防
止していかなければならない。

２ ．介護人材の深刻な不足と外国人介護人材の確
保と育成
　介護職員の求人倍率は4.6倍で、全産業の1.5倍と
比べて非常に高く、人材不足が深刻化。2025年には、
全国で45万人の介護人材の不足。そこで今後、外国
人介護人材の確保と育成が不可欠。具体的には4つ
の方法がある。「ＥＰＡ（経済連携協定インドネシア・
フィリピン・ベトナム）」は、日本の介護老人施設で4
年間働きながら介護福祉士の国家資格の取得を目
指し、国家試験に合格すると永住できる。「在留資
格（介護）」は、外国人留学生として入国し、介護福
祉士養成校を卒業して、介護福祉施設で、介護福祉
士として働くことができる。「技能実習」は、本国への
技能移転を目的にし、最大5年間介護福祉施設で働
くことができる。「特定技能」は、自国で介護の技能
検定に合格すると、日本の介護老人福祉施設の職員
として5年間労働が可能。

３ ．人生100年時代、少子化・長寿・多死社会の到来
　国は再び病院から在宅での看取りと地域包括ケア
システムの推進を掲げている。地域包括システムとは
「地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り、住み
慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予
防、住まい及び日常生活の支援が包括的に確保され
る体制」のこと。

◆第4回定例理事会
　2020.9.18（金）13：40～　出席者15名

【議事】
１．10月例会プログラムの件　承認

10月9日 マッシュルーム栽培のきっかけ
　　　㈲長谷川農産　代表取締役社長
� 長谷川　光史様

10月16日 裁量休会

10月23日 ガバナー補佐期首訪問
　　　静岡第2グループ　ガバナー補佐
� 小林　　俊様

10月30日 Ｒ財団地区補助金事業贈呈式
� ＮＰＯ法人ティンクル様

11月6日 ガバナー公式訪問
ガバナー　　志田　洪顯様

２ ．10/30（金）Ｒ財団地区補助金事業贈呈式の件
� 承認
⇒贈呈先施設よりゲスト例会参加・卓話
⇒静岡新聞・沼津朝日へ記事掲載依頼
３．12/11（金）第3333回記念例会の件　承認
⇒�通常の会員卓話として題名を「沼津ＲＣ思い出
話」とし、卓話者を杉山君、寺田君、渡邉雅昭君
へお願いをする。食事もグレードアップする

４．12/18（金）忘年家族会の件　承認
　�渡邉（真）親睦委員長：コロナ禍の状況を鑑みて家
族を招待する忘年家族会は中止としますが、通常
例会で三密に注意しながら食事をグレードアップ
して簡単な催しを行いたいと思います。夜間より昼
間へ変更とし景品は会長幹事と有志の方よりのご
厚意で賄いたいが、いかがでしょうか。
　⇒�野際会長：親睦委員会の予算でお土産を購入す
る。会員がプレゼントを持参するのは取りやめ、
会長と幹事、副会長がプレゼントを提供する。ま
た、通常例会の時間内で終了とします。例会プ
ログラム名は「年末団欒例会」といたします。生
バンドなども無しとしてＢＧＭで対応していた
だきアルコールの提供も無しといたします。

５．道前君出席免除の件　承認
６．村上君出席免除の件　承認

理事会だより




