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【式次第】 19:00～21:00 

1．司会進行   鷲澤 充代       幹事 

2．開会点鐘   古山 真紀子   会長 

3．四つのテスト            吉田 秀樹     会員 

 

4．ロータリーソング        「手に手つないで」 

5．ゲスト・ビジター紹介       尾崎 由比子   会員 

卓話者： 

中條友理様 訪問介護専門看護師でいらっしゃいます。 

 

ビジター： 

東京行楽ロータリークラブ 志熊 昌宏 様 

東京麹町ロータリークラブ 吉田 弘和 様 

東京向島ロータリークラブ 小林 康徳 様 

 

ゲスト： 

清水ミッシェル様 

米山奨学生 張夢竹様 

米山学友  オーイ・ライス様 

 

6． ニコニコ報告   藪口 真太郎     会員 

古山会長：皆さま、本日はよろしくお願いいたします。 

尾崎会員：本日は久しぶりの夜例会。中條様、ビジターの

皆様、お越しくださいましてありがとうございます。どうぞセ

ンチュリーコートの美味しいディナーをお楽しみくださいま

せ。 

藪口会員： 

 

7．新入会会員のご紹介      古山 真紀子   会長 

              ～ 逸見 圭朗 新会員 ～ 

嬉しいことに、会員がひとり増えてくれました。       

オープン例会の時にいらっしゃいましたので、会員の皆様

にはもうすでにご紹介をしていると思いますが、最初に銀

行に勤められて、現在は株式会社ピエロの専務。     

ピエロというのはナルトで非常に有名な会社。       

いろいろなことを知っている方。                

今は固い顔をしていますが、面白いところがありますので、

皆さんもぜひ仲良くしてあげてください。           

よろしくお願いします。 

逸見氏：                              

逸見と申します。よろしくお願いします。           

出てくる時に奥さんが、東京ロータリークラブに行く・・と言

ったら、何というコメントが来たと思います？        

『行っちゃいけないところじゃないの、そこは。お前みたい

な人間が行くところではないだろう』と釘を刺され、それを

肝に銘じて頑張ろうと思う。よろしくお願いします。 

古山会長：                            

逸見さんは、私の高校の同級生で、事務局の桑原さんも

同級。奥様も実は私たちの同級生で、もうずっとお付き合

いをされて、今や三人の孫がいらっしゃる。         

非常に奥の深い人で、ぜひ皆さん、楽しんでいただけれ

ばと思う。よろしくお願いします。 

8． 米山奨学金授与      光行 順子 会員 

張さん：                              

皆さんこんばんは、張です。一言報告します。       

先日例会で発表させて頂いた研究が、文献として昨日ア

ップされた。先生たちはすごく喜んでくれたが、私はこれで

やっと来年は卒業できると、ちょっとホッとした。      

引き続きよろしくお願いします。 

9. 会長挨拶             古山 真紀子   会長 

・ちょっとまだ硬い雰囲気が漂っているが、本日は師走の

忙しい中、平日夜にもかかわらず丸ノ内ロータリークラブの

例会にお越しいただき、本当にありがとうございます。 

来る間に、綺麗なイルミネーションなども楽しまれたと思う。 

丸の内は例会が月に２回なので、本日が今年最後の例会

となる。 

 

・12月になったので、私の会長としての任期も半分終わっ

たことに、ちょっとほっとしている。 

私はもともと会員同士の親睦に力を入れたいと思っていた

ので、2年ほどコロナで全くできなくなってしまったことを大

変残念に思っていた。 

秋に入り、なんとか感染も少し落ち着いてきたので、今が

チャンスと思い、こういった夜にアルコールを出して、いつ

◇◆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 



もとおなじ場所だが、ちょっと違う雰囲気で宴会をすること

ができ、大変嬉しく思っている。 

任期半分のところでできたのが、とても嬉しい。 

 

・本日卓話を戴く中条様には、昼のお願いを急に夜に変

えたが、ご快諾いただき本当にありがとうございます。 

お話を楽しみにしている。 

本日 2時間を予定している。最初の一時間は、通常の例

会通り卓話を、その後歓談の時間を取ろうと思う。 

今日ご紹介いただいたゲストの皆様、地区からロータリー

の諸先輩方にお越しいただいているので、食事が一段落

したら、いろんな方々と話をしてネットワークを広げていた

だく機会にして頂きたい。  

アルコールも用意している。 

 

・会場のセンチュリーコート丸の内様より乾杯のシャンパン

を好意で頂戴した。 

こちらで乾杯をしたいと思う。 

それでは皆様グラスをご用意下さい。 

色々あった一年だったが、皆様が健康でここに居られるこ

とに感謝している。 

おひとりおひとりはもちろん、ロータリークラブ全体がますま

す発展して行くことを祈念して、乾杯！ 
 

10． 幹事報告             鷲澤 充代     幹事 

2月 2日にゲスト・ウェルカムデーを開催。この日は二回

目のオープン例会。卓話者は高橋さん。新しい年度に向

けて、この一年というお話。高橋さんは占いをなさるかた。

非常にどんな年になるのか興味があるところ。よろしくお願

いする。                              2

つ目は地区補助金の連絡。こちらの申し込み期日が迫っ

ている。皆様にはいろいろな意見を出して頂きたい。  12

月中に何かしら意見がある方はぜひ連絡をお願いする。 

 

 

 

 

 

 

10． 卓話               

 

・今日ここに来ていらっしゃる皆様は 30代 40代、50代ぐ

らいの方でまだ介護に直接関係はないような方々だとは

思うが、今の皆さんの親御さんの世代、そしてあと数 10年

から皆さんもその介護の世話になることになるかもしれな

い。 

今、関わっているいくつかある施設の中で体験した現場の

お話をさせて頂く。 

いろいろな方面からの見方があるので、専門的な方にお

願いしたらもっと深い内容のお話があり、それは違うという

意見もあるかとも思うが、今日は看護師目線から、現場で

こんなことがある・・ということも交えてお話させて頂く。 

 

・主に要介護者と言って、日常生活は自分で問題ないが、

多少の支援が必要というような方が要支援１と要支援２とい

う仕組み。 

要支援１と言うのは立ったり座ったりでふらついたり、お風

呂やお食事、トイレなどで困ることはない状況。 

要支援２は歩く時につえが必要なことがある。片足で立つ

とふたついてしまう。そういう状況。 

 

・次に要介護 12345 という５種類がある。 

自分一人での生活を送ることは難しい。誰かの介護が必

要という状況が要介護。 

要介護 1は、一人での買い物が困難である。トイレや入力

などにお手伝いが必要という状況。 

要介護 2は自分で爪切りができない。お金の管理ができ

なくなってきた。薬の管理が難しくなってきた。お料理の仕

方がわからなくなってきたというような状況。 

要介護３というのが着替えには常にお手伝いが必要、おト

イレお風呂は全面的なお手伝いが必要という状況。 

要介護 4 というのは、支えなしで座ることが困難、移動は

すべて車椅子。 

要介護５が一番重い状況で、簡単に言うと寝たきりのような

方のこと。その場合はオムツを使う。お水や食事の飲み込

みが難しくなってくるという状況。 

 

・今の要介護状態の方を対象とした施設というのに、介護

付き有料老人ホーム、住宅型の有料老人ホーム、グルー

プホームという認知症になってしまったから入る施設、認

知症と診断されないと入れないという言い方もできるんで

すが、そういう施設がある。 

自立をしたシニア向け施設は公的施設ではケアハウスな

ど民間がやっているような施設は、サービス付き高齢者向

け住宅、シニア向け分譲マンション、健康型有料老人ホー

ム等の種類がある。 

公的施設は国や地方公共団体、社会福祉法人などが運

営している施設。 

民間施設というのは文字通り民間企業によって運営されて

いるような施設。 

 

・要介護状態の方を対象とした施設の中に、グループホー

ムという認知症になってしまったら入るという施設がある。

私が今関わっている所がその認知症になってしまった

方々の施設に専門で行っているので、今回はここでの出

来事などをお話させていただく。 

 

・特別養護老人ホームや老健施設など様々な種類の施設

があるが、民間でやっている施設では入居金が何千万・

何百万かかり、さらに月々40～50万かかる施設もある。 

世の中、富裕層ばっかりではないので、もっとお安い施設

も探せばたくさんある。 

訪問看護師（フリーランス） 

 

中條 友理 様 

 

「今から知っていると安心・・・ 

 介護施設とそのサービス」 



正直、どの施設でも看護士から見て、やることは皆一緒。

こちらにいらっしゃる皆さんは富裕層の皆様だと思うが、自

分の足と時間を使って施設に出向き、雰囲気が自分と合う

か、ケアスタッフさんの雰囲気はどうかということを、よく調

べてから入られた方がよいと思う。 

 

・まずグループホームの紹介をすると、要支援 2以上で原

則 65歳以上の認知症と診断された人が入る施設。 

どこの市区町村に住所があるか、税金を払っているかとい

うことがとっても大切なこと。 

2000年から介護保険が始まったが、当初は、例えば働い

ている自分が東京に住んでいて、北海道に母が一人暮ら

しの場合、母に認知症の症状が出てきたので東京に連れ

てきたいというような場合にも、親世帯が税金を払っていな

くても子の住んでいる自治体が受け入れてくれていた。 

しかしここ 10年程前からは、住所を移したら半年から一年

以上住んで、税金も払わないと施設に入れないという制度

に変わってきている。 

原則 65歳以上ではあるが、65歳以下でも若年性認知症

を発症してしまうと入れる施設がある。 

 

・それ以外にも養護老人ホーム、老健施設、介護老人保

健施設、サービス付き高齢者住宅等、いろいろ種類がある

が、そういうところは 50人とか 60人とか、たくさんの患者・

利用者の方を受け入れてケアをする施設。 

 

・グループホームでは１ユニットという施設の広さの中で、

九人という限られた人数だけをケアしている。 

居室が六畳～八畳の部屋でそこにベッドやタンスがあり、

結構広いリビングに昼間はみんなに集まってもらい、そこ

で食事したりテレビを見たりする。 

歌を歌ったりデイサービスでやるようなことも行なう。 

そういう少ない人数の方が手厚いケアが受けられる。 

私としては 50人も 60人もいるような大きな施設には、自

立していれば入ってもいいと思うが、介護の手がかかるよう

になった場合には、少人数の方がケアスタッフの目も届く

為、個人的にそちらの方がよいと思っている。 

 

・こちらの私が取ったグループホームの資料の中に、家庭

的な環境で自立支援と精神的安定を図り、症状の進行を

遅らせることを目指している、ただし重い介護や医療ケア

が必要になった場合は退去しなければならないケースもあ

る・・と記載されているが、ここ最近は多少の医療行為が発

生しても住み慣れた施設で旅立つまで面倒をみよう、とい

う会社が増えてきている。 

金銭的にはだいたい 1 ヶ月 10万～15、6万、田舎の方だ

と 10万前後で、都会だと 15、6万ぐらいで入ることが出来

る。 

50～60人いる施設に月々50万払うことを考えると、実質

手厚くお安い方が良いのでは・・と常日頃から思っている。 

 

・実際はどんなにお金が高くても安くてもやることは正直一

緒。 

看護師さんも、ケアスタッフさんも、ちょっと気取った服を着

ているだけ。 

私はグループホームと主に契約している。 

北は仙台から、南は長崎県までの施設と契約し、近所の

看護師さんを採用している。 

私が主に面接し仕事を教える、というやり方をしている。 

そういう中で、いくつか印象に残っている患者さんのお話

をさせていただく。 

 

・決して認知症の患者さんをばかにするというわけではな

く、事例としてこんな人たちがいたというお話なので、誤解

をしないように聴いていただけたらと思う。 

 

・印象深い方に、まだお若い 70代位の方がいた。 

以前は教会の牧師さんだった方で、分厚い本・聖書をい

つも小脇に抱えて、部屋やリビングをぐるぐる歩いている方

だった。 

「誰々さん座りましょうか」と声をかけると、「はい、はい、分

かりましたよ。神に祈りましょう。」と答えてくれるが、同じテ

ーブルに座っている女性の利用者に対しては、暴言を吐

いてしまう。 

「くそババア」みたいな感じで言う。聖職者であり常に理性

を保っていた方も、表向きでは頑張っていたけど、認知症

になったら素が出てしまったのかな・・この方も人間だった

のだなあ・・と感じた記憶がある。 

 

・別のケースでは、認知症が進んでしまったおばあさんが

お見舞いに来る息子さんは、多分息子さんがご主人にそ

っくりだった様で、毎回お嫁さんと一緒に来る度に、いつも

「あなたその女は誰なの？」と言われていた。 

気の毒だなあと感じていた。 

毎週毎週そういう事があり、ある日「今週は、お嫁さんはい

らっしゃらないんですか？」と聞いたら、「今日は僕だけで

来ました。」と答えた。それを聞いて、ご苦労があるのだな

あ・・と感じた。 

 

・次のようなこともあった。今問題になっているいじめ・・小

学校、中学校、高校でいじめによって自殺する人もいる、

本当に気の毒だなと思うが・・この認知症の人たちを集め

たグループホームでも、いじめみたいな問題が起きる。 

おばあさんたちが集まって、お話がうまくできない方や動

作がゆっくりな方を標的にして、グループを作ってその人

を仲間はずれにしたりする。 

「あの格好を見てよ・・」という発言をする。 

自分たちも同じ身なりをしているのに、そういうこと言う。 

いじめの問題は、認知症になって、素の自分が出ることで

も生じるのだと思う。 

その場合、いちいち「いじめちゃダメよ」とは言わないが、

そういうケースのときには、「じゃあはい、こちらに座りましょ

う」と言って、顔を見せないように座らせたり、同じテーブル

にしない、そんな工夫をしていた。 

認知症でもいじめはあるのだなあ・・と、すごく残念に思っ

た。 

 

・認知症がものすごく進んでしまったおじいさんの場合。 

ワンフロアー九人のうち一人か二人が男性で、あとが女性

という施設が多い。 

おばあさんひとりひとりに「ちょっと君、僕こんないい時計を

もっているんだけど、まだ部屋にお見せしたい時計とか宝

石があるから、是非こないか？」と誘っている。 

おばあさんの手を引いて、自分の部屋に連れていく様子

を確認した後 3分ぐらいしてから、ケアスタッフや私たち看

護師が様子を見に行く場面もある。 

色々驚くこともあり、部屋から慌てて連れ出すこともある。 

それでもその後、リビングに戻るとすっかり 2人とも忘れて

いる様子。 

そういう人間の欲というものは、年をとって認知症になって

も変わらないものなのだあな・・と思う。 

 



・最後に、80代ぐらいのおばあさん、「お風呂に入りましょ

う」と声がけすると、「昨日入ったよ」といって入りたがらな

い。 

お風呂に入りたがらない方は多く、中には 1 ヶ月近く入ら

ない人もいる。 

その方に若い男性のケアスタッフにお風呂にいれてもらう

と、物凄く笑顔になって喜んでお風呂に入ったりする。 

「はい、いいよ」と言ってちゃんと入る。 

頭を洗うのも普段は一苦労だが、「頭から濡らしますよ」と

の若い男性スタッフの声掛けに、そのおばあさんは静かに

黙っていうことを聞いている。 

40代以上の男性ケアスタッフではダメで言うことを聞かな

い。 

20代のかわいい男性のケアスタッフがわかる様子。 

認知症になっても若い男性がいいなって思っているんだ

なあ・・というのを、感じたことがある。 

 

・これら以外にも、まだまだいっぱいお話できることはある。 

人生 100年時代と言われていて、今皆さんはちょうど折り

返しを少し過ぎたあたりだと思う。 

ぜひ心身共に健康で、残りの人生を過ごしていただきたい

と思っている。 

それにはやはり食生活のバランスが大切。 

適度な運動が必要。 

ぜひ心も体も健康で長生きしていただけたらいいなと思っ

ている。 

 

逸見会員： 

・いいお話ありがとうございます。身につまされるようなお話

で、会長と一緒に「そうならないように気を付けよう」と言っ

ていたところ。 

私も母親が高齢で、施設に入った時に一番気にすることと

して、匂いに気を付けなさいと助言されたことがあるが、第

一印象はどの辺が一番大事なのかを知りたい。 

 

中條氏： 

『値段は安いが清潔である』ということが大切だと思う。 

あと、ケアスタッフの雰囲気。初めて来た人に対しても、利

用者さんじゃなくても、「こんにちは」とちゃんと声かけが出

来る事が大切だと思う。 

綺麗になってるかどうかが大切で、別に新築でなくても、ち

ゃんと掃除が行き届いているかどうかも大切な事の一つだ

と思う。 

 

志熊氏： 

・私の自宅の近くに文京区が作った介護施設があり、オー

プン当初運営していた会社が、2～3年後には変わった。

なぜ変わるのか？何か問題があったのか？ 

 

中條氏： 

・問題があったと思う。介護従事者の多くが辞めてしまった

とか、ちゃんと賃金を払えなかったとか。 

すごく残念な話ではあるが、介護の人たちの給料はすごく

安い。 

なので、そこでの働き方に見合わないと思って辞めてしま

う、ということもあったのかと思う。 

 

志熊氏： 

・もともとの運営事業者が、いくつかの施設を他でもやって

いるが、そういうところは避けたほうがいいのか。 

 

中條氏： 

・体質・体制が変わっていないのであれば、あまりお勧め

はできないが、良くしようと思って会社的に改善している点

が見られるのであれば、考えてもいいかなと思う。 

 

ゲスト： 

・素晴らしいお話、ありがとうございました。人生の曲がり角

もとうに超えましたが、まだ気持ちも体も元気だと思ってい

る内の一人です。 

色々な介護施設があるというお話はとても参考になった。

現実問題、いつも悩むのは、医療行為ができるところは案

外少ないのではないかなという点。特に介護後期になる

と、人工呼吸器を使うとか、もしくは胃ろうを作るということ

がよくある選択肢だと思うが、これらは命との裏腹の関係。

実態として、そういう医療行為を受け入れてくれる所は、今

足りているのか足りていないのか、どんな状況になってい

るのか、その辺教えていただきたい。 

 

中條氏： 

・医療行為を受けることが出来る施設は、介護老人保健施

設、こちらは医者と看護師がいる。 

特別養護老人ホームにも医者と看護師がいるので医療行

為が可能。 

今の２つは公的機関。民間の施設にも看護師はいるし、医

者が定期的に、毎日ではないが週に一回か二回往診して

くれる。 

常に看護師さんがいる施設もあるので、こちらでは医療行

為を受けることは可能。 

中には医療行為が発生したら施設を出てくださいという施

設も中にはあるので、そういう点を見極めてお話を聞いた

方がいいと思う。 

 

・胃ろうを開けると口から食べられなくなる、それ自体をあ

まり進めない医者も中には居る。ある種の自然淘汰。家族

としては長生きしてほしいし、口から食べられなくても生き

ていて欲しいという家族の場合は、家族の想いも先生は受

け止めてくれ延命処置といわれることを選ぶことも出来る。 

 

吉田会員： 

・これが質問になるかどうかわからないが、いじめのところ

でどうなのか・・と思ったことがあった。 

どの様な事がきっかけでいじめが起きるのかを知りたい。

一つの例があったが、実際、それを近くで見ていて、原因

として考えられることは何かを知りたい。 

原因を知ることが問題解決の方法に繋がるのではと思う。

身近で見ていて思ったことをお話ください。 

 

中條氏： 

・いじめをするきっかけは、さっき少しお話しした様に、『動

作がゆっくり』とか『ちゃんと話せない』とか『食事をするの

が遅い』など。 

みんな普通に食べているのに、終わりましたと言っている

時に食べている人に向けて『まだ食べてるよ、あの人』みた

いなこと。 

 

・本当はいけない事なのに、骨折して手術して戻って来

て、足を引きずるようになった人に対しても、自分たちはス

タッフと歩行で行けるのに、歩行具をつけないと行けない

人に対して、本当は労わらなければならないところ、認知

症のせいかは分からないが、『何あの人、歩行器使ってい

るよ』と言っているのが聞こえてくる。 



自分と違うこと、自分よりも弱い立場の人に対して、本当は

大切にしなきゃいけないのに、リーダー格のおばあちゃん

がいじめととらえられる様なことを言い出すことがある。 

 

・今日は丸テーブルだが、実際グループホームでは四角

いテーブルを３～４個で９人が座っている。 

そういう攻撃する人と、いじめられる人とは顔を合わせない

ような工夫をしている。 

『そんなこと言っちゃ駄目ですよ』と諭すと、『私が何を言っ

たの？』となる。 

育ってきた環境とか、富裕層的な意識が影響しているのか

なとも思う。 

 

高橋会員： 

・本当に介護の話は身につまされる。親は勿論、自分もい

ずれそうなる、すごく身近な話だなと思う。 

身近だが実は知らない事が多いことに気づかされた。 

最初のお話にあったように私の出身地は北海道。 

実家では年を取った母が一人で生活している。 

80 を過ぎているが今まだ元気、介護を必要とはしていな

い状況だが、いつそうなるか分からない。 

東京に出てきたくない、北海道に居たいと言っている。 

そういった場合、税金を払っていないと介護が受けられな

いということで、介護を受ける状態になってから来てもらう

のは難しい。 

地元で選ぶのか、もう少し前にコミュニケーションを取った

方がいいのか、これらの選択のボーダーラインが分から

ず、すごく難しいと感じる。 

親はいつまでも元気なつもりでいるが、若干怪しくもなって

きている状況。 

 

中條氏： 

・なるほど。まだお母さんとお話ができる状況であれば、今

のうちからお母さんとお話をするべき。 

認知症になって、わからなくなる事も想定して、前もって話

をすることが大切。 

よくよくお話をして、お母さんの意向を確認しておく事が大

切。 

一人で倒れてしまってからでは選択肢が減ってしまう。 

最近お金の管理が出来なくなったとか、何か兆候が見え

てきたら取り組むべき。 

 

高橋会員： 

・親はいつまでも元気じゃないかなって思っているところが

自分にあり、たまに北海道に帰ったときに『あれっ』と思うこ

ともある。 

早めに親の意思を尊重してコミュニケーションをとってくっ

ていうことが大事ということですね。 

 

中條氏： 

・そうですね。直前になって親の意思が変わったとしても、

それに対応してあげることも大事。 

市役所の介護保険課に行って、要支援要介護の認定審

査をしてもらったりすることも必要。 

 

・施設に入るだけではなく訪問看護の選択も可能。 

今私たちが行なっている訪問看護は、今住んでいるおうち

にケアスタッフや私たち看護婦が訪問し、血圧を測り、緊

急性の処置が必要か否か等のチェックをする。 

また、ご飯が食べられているか等、全般的なことを確認し

管理している。 

そういうサービスもあるので、介護保険課に相談をすると良

い。 

 

古山会長： 

・本当に貴重な話、ありがとうございました。 

生と死のはざまの最前線でずっと仕事をしていて、家族の

高齢者に対するそのあり方が何かこうやって変化をしてき

た、というような考え・思いはあるか？ 

家族が絶対に看取らなければいけない、家族が介護しな

ければいけない、という時代もあったと思うが、それらが介

護保険制度によって、日本の家族の在り方が変わってき

たとか、家族の思いが変わってきたとか、ちょっとドライに

割り切って施設に入れるようになってきたとか、何かそうい

った日本人の心情の変化をこれまで見てきたことがある

か？ 

 

中條氏： 

・確かに介護保険が始まったのが 2000年だから、もう今

21年経ったが、特に田舎だと自分の家族のお爺さんお婆

さんの介護は、自分たちでやらなければいけない・・みた

いなところが確かにあった。 

外に出すなんて、とんでもない話だ・・というような風潮が

すごく強かった。 

この 10年、もう少し前からかもしれないが、考えが少しず

つ変わってきて、家族だって生活があるので、介護のため

に仕事を辞めることが必ずしも一択ではなくなってきた。 

ご自身からそれを望む人もるが、自分たちの生活だってあ

るのだから、それを犠牲にしてはいけないと私は思う。 

餅は餅屋、専門職に任せてもいいのでは・・と私は思う。 

まめにお見舞いに、面会に来て頂くことが出来れば、それ

で良し・・とする考え。 

 

・実際に、自分たちの生活が精一杯で、自分の親の介護

のお金が払えない、という人も正直いる。 

ある施設から他の施設に変わりたいという希望を受け、私

たち看護師が介入すると 14、5万ですが大丈夫ですか？

と聞くと、そんなに払えませ。10万円以下の特別養護老人

ホームの公的な施設を探してください、と言われる事もあ

る。 

既に待機者が多くて、すぐには入れない。 

待っている間に亡くなってしまう。そういうこともある。 

 

・施設に入居中なのに全然お金を払わない、でも介護施

設としては追い出す訳にはいかない。 

そのような悪循環が起こっているケースもある。 

大事な母だけど施設に預けようという考え方も多くなってき

ている。 

私自身まだ 50代なので、自分の入居施設のことは考えて

いないが、28の息子と 24の娘には、私は将来の面倒を

見てもらわなくていいからと伝えている。私は自分で健康

に気を付けて暮らして行く、子供達には自分の好きなこと

をして欲しい、結婚しても一緒に住まなくても良い・・・と伝

えている。 

 

鷲澤幹事： 

・私からも質問を一つお願いする。 

私は社会保険労務士だが、介護離職が問題になっている

事は知っている。 

親の介護をするために会社を辞める方たちが非常に多く

なっているという現状がある。 



私も自分の親が介護を必要な状態になって、初めて介護

の大変さを実感した。 

父の場合は、一人でずっと生活をしていた。今年の 9月

の頭まで 93歳でも住宅の 2 階を寝室にする生活をするぐ

らい元気だったが、突如介護の必要な時期は来る。 

 

・入居施設を選ぶのにいろいろ悩んだが、先ほど足を使っ

ていろいろと調べて納得して決めるという話だったが、時

間もなく、大手のネームバリューを信じて決めた経緯があ

る。 

その施設、ベネッセさんには、ある意味方針がかなりしっ

かりしている所があり、こちらのニーズを聞いてくれないこと

もあった。父は転倒することも多く、大出血騒ぎで最近も入

院となった。30分に一回は巡回していますというお話なん

だが、実際には倒れてから 30分以上放置されていた。 

血液がサラサラになる薬も飲んでいた為、相当ひどい血だ

まりができてしまう程。そんな状況だった。 

やっぱりそういう事を経験すると非常に心配。 

 

・最近、介護施設関係では色々社会的な問題が生じてい

る。体に空気を入れたとか、虐待とか・・どういう施設を選ん

だらいいかは全く分からない状態。私の方の希望を聞いて

くれる施設がいいと思っている。 

介護の方達の賃金のお話もあったが、すごく大変な過重

労働、そのようなことが原因で入居者に対する問題が起き

てしまう。さらに入居者間でいじめが発生する。 

 

・質問は、そのような施設では無い所を選ぶためのノウハ

ウみたいなものがあれば教えていただきたい。会社の方針

によってそれらの問題が防げるような、要となる施設の見

極め方、何かそういうものがあったら教えていただきたい。 

 

 

中條氏： 

残念だけど、そういうのは最初の見学だけでは見極められ

ないと思う。自分と雰囲気が合う、気がいい、入った感じが

いい、ホーム長さんとか施設長さんだけでなく、ケアスタッ

フの感じがいい。そういうことが大切なのかなと思う。ノウハ

ウはやはり第一印象が良いかどうかなのだと思う。 

 

 

11． ビジターの皆様のご挨拶 

志熊氏： 

・東京後楽 RC 北分区幹事の志熊（シグマ）と申します。 

次年度クラブ会長を拝受している。 

ロータリー歴はたぶん 14、5年位、詳しいことは昔の事な

のでよく覚えていない。 

今日いろんな方とお話ししたが、シグマって名前に皆さん

食いついてこられた。 

よく言われるが、シグマさんは外資系ですか？と。 

私の子供の頃にギャランΣ という三菱の車があった。 

 

・もともと私の父親が山口出身で瀬戸内海の島の昔からの

寺の住職。山口では（シクマ）と濁らない。 

うちの母親が東京出身で発音が言いにくいということで、

当時名前の読み方は戸籍にも何もなく、公文書で読み仮

名が載るのはパスポートだけだった。 

その時から私の名前は（シグマ）になった。 

 

・この間、北分区の会長幹事会の時に、リバーサイドの会

長さんと同じ席になった。僕の会社の名前は、sigma（シグ

マ）。 

（シグマ）さんは、会社の名前ですよね？お名前はシクマ

じゃないのですか？と言われた。 

（シグマ）ご存知なんですか？と聞いたら、なんとその方の

おばあさんが、私の父の四代前、私の実家が山口の光と

いう島ですが、四代前ぐらいに山口のヤガイという広島側

のところに分家が出来た。そのシクマ檀家のご出身の方

が、リバーサイドの会長の御祖母さんということだった。 

 

・その時、もし自分がロータリーに入っていなかったら、そう

いう方との面識もなかったし、たまたま私が北分区幹事でリ

バーサイドの会長の方と同じテーブルに居なかったら会え

なかった。 

そう考えると、確かに縁は遠いが、四代前の分家の四代後

だから、血の繋がりはほとんど 5%ぐらいしかないとは思う

が、知らずにいた親戚と会うことが出来た。 

ロータリーはよく皆さんが『人生の道場だ』と言うが、その出

会いができたことに非常に感謝している。 

やっぱりロータリーってすごいなと感じた。 

 

・皆様も丸の内から離れて、色々なクラブの方と面識を持

たれることになると思うが、いろんな方と親しくされて、その

中で思いがけない出会いとかご縁ができると思う。 

ぜひ地区の方々、ほかの地区の方々とも交流をお持ちに

なる様、積極的にクラブの中から外に出ていただけるよう

に努力していただければと思う。 

どうも今日はお招きいただきありがとうございました。 

 

小林氏： 

・今日は夜例会にお招きいただき、本当にありがとうござい

ます。 

私は今年度、地区のライラ委員長を務めている。 

毎月委員会を開いていたが、丸の内ロータリーの寿原委

員には大変お世話になった。 

今日お会いできないのが残念。 

今年度はコロナの影響で、さすがに若い人たちを危険に

晒すのは問題だと言うことで、残念ながら中止とさせてい

ただいた。 

次年度は地区の副代表幹事を務めることになった。 

志熊さん、吉田さんと共に地区の運営を頑張っていきたい

と思うので、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

・私自身の話をします。 

私は 1968年生まれ。ロータリークラブに入会したのは

2014年。 

高校時代、インターアクトクラブで、社会人になってからは

青年会議所 jcの方をやっていた。 

奉仕活動は、高校時代からずっとやってきていて、2014

年にロータリークラブに入会しました。 

何ができるのかと楽しみにしていたが、毎週毎週例会で食

事をするばかり。 

確かに友達はできました。 

夜飲みに行く友達や、仕事の話を相談できるような友達も

できたが、もう辞めよう・・と思った時期がある。 

 

・そのときにたまたま四国の徳島に、徳島プリンスロータリ

ークラブというクラブがあり、そこの人から、小林君、辞める

のは構わないが、『ロータリアンじゃなければできないこと

をやろう』ということで『インドに一緒に行こう。』と誘われた。 



その時の写真集を見ていただければと思いお持ちした。

ポリオのワクチン投与活動、ロータリアンじゃないとでき無

いということで、辞める前に一度にインドに行って、ワクチン

投与をやろうじゃないかということになった。 

私もどうせ辞めるなら、インドに行きますということになっ

た。 

 

・そこで世界各国からロータリアンが集まり、ワクチン投与

活動を一週間行なった。 

そこで初めてロータリークラブの凄さを実感し、なんて素晴

らしいことをやっている団体だろうと思い、辞めるのを辞め

た。 

 

・もう一つ。2019年に 2580地区で初めてライラ、青少年リ

ーダーシップ養成プログラムというプログラムができた。 

厳密に言うと 13歳から 30歳迄、我々の地区は一応 20

歳前後の若者達にリーダーシップについて、今後の日本

を背負って立つ若者たちに少しでもロータリーに興味を持

っていただこうということでプログラムを立ち上げました。 

私は 3年やりました。このプログラムは本当に素晴らしい。

受講生の方々はもう地域で既にリーダーシップを発揮して

いる若者たちです。 

これからそのリーダーシップ云々を勉強することはないが、

次の世代のリーダーを養成してもらおうというプログラムと

なっている。 

皆さんも興味のある方は是非ライラの見学等お手伝いに

来ていただけると大変ありがたい。 

本当にロータリークラブ辞めたいなと思った時は、ぜひ私

に一言、言って頂ければ、来年 1月にまたインドに行く予

定だったが、3日前にさすがに帰ってくる時に隔離期間が

あるので、行くのはやめようということになった。 

ぜひ写真を一度よく見ていただければ、ロータリークラブ

がいいことやっていることが分かります。よろしくお願いい

たします。 

本日はどうもありがとうございました。５９：０７  

 

吉田氏： 

・本日はご招待いただきありがとうございます。 

東京麹町クラブの吉田です。 

今年度は地区の国際奉仕委員長をしている。 

国際交流などを推進しているが、 そちらの話はもう皆さん

お疲れだと思うので、後に回してお時間いただく。 

 

・今日は私個人のことをちょっとだけ話したいと思う。 

実は、この丸の内クラブとのつきあいは、このクラブができ

たときから。 

ちょうど私が分区幹事という立場だったため、この新しいク

ラブをどう盛り上げていくかということを尾崎さん、皆さんと

一緒に話し合った。 

一時人数が減ってやや心配したときもあったが、今日皆さ

んの温かい笑顔を見て、あーよかったなーって、本当に感

動している。 

常日頃からガバナーの若林さんに『丸の内、最近どう？』と

聞かれ、『大丈夫だと思いますよ』と言っているが、今日は

本当に良い報告ができるようになったと思っている。 

地区は色々な変革が必要で、国際奉仕、社会奉仕ともに

どんどん若い力、新しい力が必要。 

丸の内の皆さんに期待するところが大きいので、詳しいこ

とは後でお話させていただきます。 

今日は本当にこんなに素晴らしい会にお招きいただき、 

ありがとうございます。 

 

12． プレゼント交換   

13. ポリオのビデオ「END POLIO」 

吉田氏： 

はい、皆様いかがでしたでしょうか？ 

本年度、国際奉仕委員会が主体となって制作したポリオ

発信の一つの画像。 

ポリオ発信については各クラブにご協力いただき、中でも

丸の内のお二方には本当にお世話になり、発信にもご協

力いただいた。 

実は、若林ガバナーの熱い思いで実現したプロジェクトで

2580地区のポリオの思いを世界に発信しようということで

何種類か作った。 

でもこの動画が圧倒的に人気が高かった。 

世界 5万件ぐらいの発信が可能となった。 

実はすごい反響を戴いて、中東とかアフリカからいろんな

声が届いた。 

日本って先進国でなんか遠い存在。尊敬しているけど遠

い、という思いだったのが、これを見て同じロータリアンとし

てポリオをこんな身近に思ってくれていることが本当に嬉し

い・・との思いを受け止めた。 

若林ガバナーから令状を書いたり、色んなことができた。 

今まで世界に発信することをあまりやってこなかったが、今

回ガバナーの思いがあって徹底的にやったのが、この効

果に繋がった。 

 

・若干国際奉仕委員会の話をさせていただくと、私は委員

長としてここ 2～3年色々な取り組みをやっていて、世界の

ロータリーは素晴らしいと感じている。 

ドアを叩くと、各国、素晴らしい仲間がいる。 

正直ベースでお話すると、ロータリアンであるメリットを生か

した方が得。 

世界の素晴らしい人たちと個人ベースでつながって、自分

でいろんなことをやると、やっぱり自分の人生が豊かにな

ることを、個人として感じている。 

本当にありがたいと思う。 

国際奉仕委員長の役割は一体何だろう、と考えたときに、

そんな感覚を皆さんに体感していただくのが、私の務めで

はないかと思っている。 

 

・国際奉仕や国際交流、本当に色々なことを手がけて、や

やコロナがあって実際に形にならないものも多いが、今年

の後半戦、さらにいろいろ発信して行きたいと思う。 

丸の内クラブの皆さんに対し非常にありがたいと思ってい

るし、期待しているのは、同じ考えをお持ちの皆さんが多

いということを尾崎さんから教えていただいているため。 

ぜひ一緒にやっていただきたい。 

ロータリー歴が長い短い関係なく、どんどん発信して一緒

になってコミュニケートすればいいと思っている。 

 

・国際奉仕であったり、色々なロータリーのルールがあるわ

けだが、一旦勉強すればすぐに身に着くことなので、セミ

ナーを受けていただいたり、一緒に勉強すればすぐにキャ

ッチアップできると思う。 

発信することが大切だし、コミュニケートすることが大切だ

と、今回イベントをやって、本当に個人として感じている。 

 

・今年前半いろいろなイベントをやって多くの方々から『本

当に大変だったね』と言われるが、実は自分が楽しいから



やっている。楽しいことをロータリーのお金使わせてもらっ

て、やらせていただいて、なんか世界中に仲間が増えて、

いい思いをして、ありがとうまで言ってもらって恐縮です・・

というのが私の個人的な想い。 

地区ではこの様な取り組みをやっているので、みなさんに

も仲間になって頂いて、進めていきたいと思う。 

今後とも国際化、ロータリーの国際交流、米山の方々、平

和フェローの方々をどう巻き込んで一緒にやって行くかと

いうことも今プランを練っているところ。 

私は来年度は財団委員長を拝任していて、そこでそういう

ことをやっていこうと思っているので、ぜひ皆さん一緒にな

ってやって頂きたい。今日はお話させて頂く機会を頂戴

し、ありがとうございました。１：３７：３２  

 

14. 今後の予定     古山 真紀子 会長  

・今後の予定と挨拶をさせていただく。 

まず会員の皆様に、年明け 1月 5日が一回目の例会とな

る。 

例会以外では、2月 19日に米山奨学生の方もいらっしる

が、奨学制度を始めた米山梅吉の記念館が静岡県三島

市にある。今年度の方針で親睦を深める場として、クラブ

のみんなでハイキングに行こうと考えている。 

お時間が許す限り、みんなで行き、うなぎを食べて帰って

来たいと思う。 

次の 20日、日曜日も予備日として予定下さい。 

3月 3日木曜が地区大会。 

2580地区の人たちが年に 1回集まる会合が、ニューオー

タニで開催される。 

今年の地区のトップの若林ガバナーがいろんな工夫を凝

らしている。 

受身な地区大会ではなく、取り組みを考えていらっしゃる

ようなので、基本的に皆さんお時間が許す限り参加してい

ただきたい。こちらも予定下さい。 

・最後になりますが、今日ご参加の地区の皆様、本当にあ

りがとうございました。 

シグマさんという名前の由来がわかったこと、お名前のご

縁で遠戚にも会えたということが本当にすごいなと思った。

小林さん辞めようと思っていたとのこと、私にもそんな気持

ちがあったので非常によく分かる。 

だんだん良さが分かるようになってきたというのが、ちょうど

今の私の状態。 

吉田さんがおっしゃってくださったように、本当に今の動

画、すごく作成していて楽しかった。 

発信とコミュニケーションは、本当に重要なことだなと思う。

ロータリーはそういう場を与えてくれるところ。 

せっかく入ったのだから、これを活用しないのはもったいな

い。 

みんなの力を合わせ色んな事を進めていけるのだというこ

とを、やっと思っている最近。 

来年も皆様と一緒に、この丸の内だけではなく、ロータリー

全体を盛り上げていただければと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一緒に前進していただければ非常に嬉しい。 

どうぞ引き続きよろしくお願いします。 

 

15. 閉会点鐘   古山 真紀子 会長 

16.  写真撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立日： 2017年 7月 24日 

認証日： 2018年 2月 26日 

認証式： 2018年 5月 28日 

事務局： 東京千代田区丸の内 2-3-2  郵船ビル 1F 

TEL：+81 3-5533-8846 

E-mail: marunouchi-rc@outlook.jp(事務局：桑原奈知子) 

URL： https://www.tokyomarunouchi-rc.com/ 

例会日： 第１・第３ 水曜日 

12時 00分 - 13時 00分 

例会場： 東京千代田区丸の内 2-1-1明治生命館 B1F 

   センチュリーコート丸の内 

(covid-19の期間中はオンライン例会の可能性あり) 

会 長： 古山真紀子  幹 事：鷲澤充代 

1月 5日 

第 91回例会 

通常例会 

 袴田容氏 チェロ演奏者 

1月 19日 

第 92回例会 

通常例会 

ＮPO法人 「ねりまねこ」 

亀山嘉代副代表 

2月 2日 

第 93回例会 

ゲストウェルカムデー 

卓話者：高橋由珠会員 

 「この 1年の見通し」 


