
今日の歌♪ 

 「それでこそロータリー」 

どこで会っても  

やあと言おうよ 

 見つけた時にゃ  

おいと呼ぼうよ 

遠い時には  

手を振り合おうよ 

 それでこそ  

ローローロータリー 

今後の予定： 

2/29 

（水） 

・卓話 

 橘 喜久夫会員 

3/7 

（水） 

・卓話「識字率向上 

 月間に因んで」 

 國田欣吾委員長 

・定例理事会 

3/14 

（水） 

・卓話 中村雄策会員 

・被選理事会 

  

3/21 

(水) 

・卓話 重田惠年会員 
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                   ▲厩戸（うまやどの）皇子（聖徳太子）、没。49歳

(622)▲天正遣欧使節、ローマ教皇に謁見(1585)▲スペインがフロリダをアメリ

カに割譲(1819)▲フランス二月革命(1848)▲幕府が、松前氏の居城附近を除

く蝦夷地全体を直轄領とする(1855)▲自由党の基礎となる愛国社が大阪で結

成(1875)▲西郷隆盛軍が熊本城を包囲(1877)▲ベースボールの呼称、野球に

決定(1895)▲日本社会党が結社を禁止される(1907)▲国民登録を実施(1944)  

第１８０４回例会プログラム 
 ２０１２年２月２２日（水） くずはゴルフ場 ３F 

●12:40開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「それでこそロータリー」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告・他 

●外部卓話 

 「相続‥それとも、争族!?」 

   講師 藤岡  諭 様 

   紹介者 嶋田愛親 会員 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

 

 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

２ 

２２  

２９ 西田会員 

3 

７ 岡山会員 

１４ 重田会員 

２１ 嶋田会員 

２８ 嶋中会員 

  

２月の花「クリサンセマム ムルチコーレ」 

    花言葉：高潔・誠実 

 

クリサンセマムはギリシャ語の「chrysos（黄金

色）」と「anthemon（花）」という意で、黄金色の

花を咲かせることからといわれます。英名は

「yellow daisy」です。  

  

        ＜＜本日の卓話者プロフィール本日の卓話者プロフィール＞   藤岡 諭 様 

 

所属：メットライフアリコ支社ライン研修部支社研修１課近畿地区担当 

職歴：大学卒業後アリコジャパン(当時)入社→松山営業所(現支社)→支社営 

    業本部(現支社マーケティング本部)→東京南支社→大阪支社(現大阪 

    支社＋近畿支社)→姫路支社→京都支社→支社ライン研修部→ライン 

    研修部にて大阪ELA→名古屋ELA→東海地区担当→近畿地区担当→ 

    現在に至る 

家族：家持ち妻一人（マンション名義は100%妻） 

趣味：ゴルフ（下手の横好き上田桃子とラウンドした事があるのが唯一の自慢） 



会長の時間 
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卓話「老人ホームの選び方」 田中一眞 会員 

「入居施設と入所施設」 

 老人ホームは、入居施設と入所施設

があります。入居はずっと居る、入所は

一旦入る所で期限がくれば退所しないと

いけない。 

〇入所施設 

「介護老人保健施設」略して「老健」 

 ・自宅における生活への復帰を念頭に 

 置いた施設。介護、相談、リハビリなど 

 を通して日常生活ができるよう目指す 

※老健の現状 特別養護老人ホームへ 

 の一時待機のためや、生活困窮者が 

 老健を渡り歩いてる人も多い。 

〇入居施設 

①「グループホーム」 

・少人数単位9名で家族的な環境のもと 

 で生活する施設。入居できる対象は 

 「認知症であるが自立できる人。」 

 1980年代にスウェーデンで始まった認 

 知症高齢者を寝かせきりにせず少人 

 数で民家を活用して共同生活を始め 

 たことをモデルに日本でも導入された。 

  また、認知症の人がただ介護スタッフ 

 の介護を受けるのではなく、食事の準 

 備や掃除・洗濯をスタッフと一緒にとも 

 に行い共同生活をすることで認知症の 

 先週はポリオプラス問題につき報告

しましたが、今月2月２3日はロータリー

クラブ創設107年記念日にあたります

ので世界各地でいろいろなイベントが

計画されています。 

 イギリスでは78クラブの2,400人が水

泳でギネス世界記録に挑戦します。こ

の行事は1990年以来、この水泳イベン

トを毎年実施しています。   

 また英国、オランダ、米国のロータリ

アンは、インドのデリーで開かれるポリ

オ・サミット（2月25～26日）を前に、同

国での全国予防接種日の活動にボラ

ンティアとして参加することを表明して

います。 

 日本では、東京の六本木ヒルズにイ

ルミネーションが照らし出され、また

「今こそポリオ撲滅達成の時（END 

POLIO NOW）」のロゴが、世界各地の

有名建造物にライトアップされる予定

です。 

私たちの力は小さいながらも直接、間

接に、私たちの達成感を日常活動に

生かしていきたいと思います。 

３分間スピーチ   中谷賀久 会員 

 昨年２月に新しい会社を設立し、１０

月には京セラドームがある大正区の同

業者を買収し、多忙のためなかなか例

会に出席できず申し訳なく思っており

ます。 

 ５月３０日は当初の予定通り、創立記

念日の１００％出席例会と致したく、会

員の皆様ご協力よろしくお願いいたし

ます。 
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 進行を遅らせようというもの。 

・費用 入居金30万～100万円   

      月額利用料 15万～20万円 

・グループホームのメリット・デメリット 

 認知症の人が少人数でアットホームな 

 環境で過ごせ個室でプライバシーも守 

 られるが特別養護老人ホームに比べ 

 て費用が高い。 

②「高齢者専用賃貸住宅」略して「高専 

  賃」 

 国土交通省がもともと管轄、「高齢者

円滑入居賃貸住宅登録制度」高齢者専

用に賃貸している住宅のことを高専賃と

して登録を促した（2005年12月より）。 

 この制度ができた背景には高齢者の

入居を嫌がる賃貸住宅が多く、高齢者

になると苦労する事情があった。ただし

広さや設備、付帯サービス等、登録上の

条件は一切なし。無条件の登録制だっ

たためさまざまな高専賃ができ過ぎた。 

 食事サービスや介護のサービスが付

いてる高専賃があえて有料老人ホーム 

に届け出なかった理由。（省略） 

 制度改正「サービス付き高齢者向け住 

宅」の登録が平成23年10月から始まり 

厚生労働省も連携、管轄に入る。 

 広さ25㎡以上 トイレ・洗面設備設置、

バリアフリー。規格の統一化。「サービス

付き」とは、生活相談のスタッフを常駐さ

せて安否確認を行うだけで介護のサー

ビスは付いてない。 

※高専賃の注意点 

 別途サービスの料金が割高。時間帯

により割増料金。グループホームと違っ

てオムツ交換トイレ誘導などの別途手数

料がかかる。 

 「高専賃」「サービス付き高齢者向け住

宅」商品の明確化ができていない。最後

までの終の棲家になるのか、介護サー

ビスを提供しない住居型であるのか？ 

③「有料老人ホーム」 

・2006年4月老人福祉法で有料老人

ホームの定義が改正された理由（省略） 

・介護型と自立型がある 

・入居一時金と月額利用料 

・入居一時金には、初期償却率と償却 

 期間がポイントになる 

・初期償却率 入居時にホームに償却さ 

 れるお金 （相場10％～30％） 

・償却期間は、初期償却分を除いた入 

 居一時金の残りの額の返還期間 

 入居した年数月分に応じて減ってい 

 く。償却期間でゼロに。（相場は介護 

 型で5年、自立型で10～15年） 

・入居一時金の返還に関するトラブル 

 が一番多い（国民生活センター） 

・2011年6月クーリングオフ（短期解約特 

 例制度）90日ルールが法制化 

※有料老人ホームの注意点 

 謳い文句である「終身利用権」は、相

続・譲渡はできない⇔シニア向け分譲

マンション。入居率で有料老人ホームの

経営状況を見るポイント（省略） 

④ケアハウス（新型軽費老人ホーム） 

・老人福祉施設であり、特別養護老人

ホームとの違いは60歳以上で自立でき

る人が対象。現在の入居状況は最高年

齢101歳（100歳以上3名）最低年齢65歳  

※ケアハウスのメリット・デメリット 

・入居一時金の償却期間は20年で、有

料老人ホームのような初期償却はない 

・月額利用料は、入居者の所得に応じ

て国の助成があり安い 

・介護が必要になった時の対応が緊急

性がでた場合に厳しい 

 以上で各老人ホームの説明を終わりま

す。今後もし皆様の身近な人が、老人

ホームを探さないといけない場合に、少

しでも今日の話がお役に立てれば幸い

です。ご清聴ありがとうございました。 

 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊早春の頃自然が動き出すスタートのよろこびとして 

                            山中  卓 

＊欠席ばかりですみません           中谷 賀久 

＊ビジターでお世話になります         堀田 修平 

ニコニコ箱 合計 ￥13,000 累計  ￥904,491 

○本日の配布物 

① 

〇本日の回覧物 

①12-13年度ロータリー手帳希望確認表 

〇地区行事等出席報告 

2/18 米山スピーチコンテスト              森 

○地区行事等出席予定 

3/17 職業奉仕委員長会議（本・次年度委員長） 

                           畠仲、中村 

3/31 PETS・地区チーム研修ｾﾐﾅｰ 高島、初木、國田 
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第１８０３回例会出席報告（２月１５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 28名 56.00％ 

第１800回 例会補正後 出席率 75.00％ 

   メーク 2名   欠席 12名    除外 5名 

お客様 堀田 修平 様 (枚方RC) 
 

＜ ミュージックバトル ＞ 
主催：エフエムひらかた・枚方市文化国際財団 

ミュージックバトルとは― 

 音楽に情熱を注ぐ若者から中高年の方々まで地域内

のアマチュアミュージシャンが幅広く自由に参加して頂

ける音楽イベントとして、また地域の皆様に愛される音

楽イベントとして今年で６年目を迎える。当クラブはこの

企画に賛同し、ミュージックバトルスポットＣＭ特別企画

に本年度も参画。 

＜ＣＭ放送日程＞ 

ＦＭひらかた７７.９ＭＨ２ 

2月3日（金）～3月2日（金）31日間 

  月曜日  10:59 12:29 17:59 18:59 

  火曜日    8:29 13:29 14:29 18:29 

  水曜日     7:29 11:59 16:29 18:29 

  木曜日    7:29  9:29  16:29 17:29 

  金曜日     10:29 11:59  17:29 18:29 

  土曜日    11:29 15:29  16:29  18:29 

  日曜日     7:59 11:59  15:59 17:29 

 

  ＣＭ応援メッセージは下記のとおり 

   『くずはロータリークラブは 

   ミュージックバトルを応援しています』 

＜ お願い ＞ 

 先週２月15日の例会より「ニコニコこBOX」に係る 

変更がありました。 

 ニコニコ寄付は用紙に記入後、寄付金と一緒に 

 テーブル上の透明の箱にお入れください。 

 以前は未記入用紙もその箱の中に入れていました

が、寄付の確認ができなかったりなど問題が発生した

ため、改善策としてこのようにいたしました。何卒ご了

承くださいますようよろしくお願いいたします。 


