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●本日の司会

（伊藤 満雄 SAA）

●開会点鐘

（小島 弘明会長）

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱
●本日のお客様
社会福祉法人
吉崎 雄次様

●会務報告

青梅白寿会

常務理事

（小島 弘明会長）

10 月 20 日
（金）
昭島市役所 庁
議室にて、
「平成 30 年昭島まちづ
くり新年賀詞交歓会 実行委員
会」が行われ、渡邉直前会長に出
席をしていただきました。
10 月 23 日（月）ガバナー事務
所にて、第 2 回「地域社会奉仕ご
担当皆さんの集い」が行われ、指
田社会奉仕委員長に出席をしていただきました。
若杉会員から嬉しい報告が届いております。先週卓話
をしていただきました、ガールズ競輪の小林莉子さんが、
第 6 レースにて、1 着となりました。皆様によろしくお伝
えください、とのことです。

●幹事報告

（石岡 孝光幹事）
地区より、「カナダ トロント
国際大会参加登録並びにガバナ
ーナイトのご案内が届いており
ます。
『2017 年 6 月のアメリカ ア
トランタ国際大会には、多数の皆
様方にご参加頂き有難う御座い
ました。

042-544-1002

2017 年～2018 年度トロント国際大会につきましても、ご
家族、ご友人と共にご参加頂きたくお誘い申し上げます。
国際大会の日程は 2018 年 6 月 23 日（土）～27 日（水）
迄開催されます。開会式 24 日（日）の夜、
「インターコン
チネンタル・トロントセンター」にて 2750 地区猿渡ガバ
ナー主催の「ガバナーナイト」を開催致します。』
とのことです。
国際大会登録料
現在～2017 年 12 月 15 日迄
＄335
2017 年 12 月 16 日～2018 年 3 月 31 日迄
＄410
2018 年 4 月 1 日～6 月 27 日迄
＄495
第 2750 地区 ガバナーナイト登録料
現在～2017 年 12 月 15 日迄
25.000 円
2017 年 12 月 16 日～2018 年 3 月 31 日迄 27.000 円
2018 年 4 月 1 日～開催日迄
30.000 円
地区より、
「2017－18 年度ポリオ撲滅チャリティーゴル
フのご案内」が届いております。
開催日時は 2018 年 4 月 13 日（金）8 時から、開催コース
は八王子カントリークラブとなっております。こちらは
内藤ゴルフ部部長に一任いたします。
多摩中各クラブより例会変更のお知らせが届いており
ます。メイクアップをなさる方は、事務局までお問い合わ
せください。

●卓話

（青梅白寿会 常任理事

吉崎 雄次様）

講師紹介（田畑 勝久会員）
本日の講師は、青梅白寿会常任理事の吉崎雄次様です。
老人福祉の世界と、青梅の夜の世界の大師匠なので、その
辺りのお話も聞ければと思います。よろしくお願いいた
します。

卓話
8 月の末に田畑社長から卓話を
頼まれまして、お断りはしたので
すが、星野会長に話をしたらそれ
はよい、ということになり、それ
ではお引き受けしますというこ
とになりました。何をお話したら
よいのかと考えまして、私は福祉
一筋ですので、福祉のことしか分
かりません。今日は経歴書の裏に、青梅白寿会の沿革と言
いますか、施設を開設順に並べましたので、老人福祉法か
ら現在の介護保険法まで、説明をさせていただきたいと
思います。

青梅白寿会といたしましては、昭和 54 年に出来た特別 ●ニコニコ BOX 発表
（宇田川 泰弘親睦委員）
養護老人ホーム「青梅白寿苑」が 1 番最初で、次が平成 7
年に奥多摩町に「シルバーコート丹三郎」を定員 100 名
で作りました。10 年後の平成 17 年に、日の出町に老人保
健施設という、これは昔、病院と自宅の中間に位置するよ
うなという意味合いで、中間施設と言ったのですが、
「ウ
ェルピア白寿」を定員 100 名で作りました。平成 19 年の
10 月には、認知症の方が一緒に共同生活をすることによ
って、病状の進行を遅らせる施設である、認知症高齢者グ
ループホームを作りました。何の決まりもなく 1 日が過
ぎていくような流れのものです。
◎久田会員
平成 27 年に最初に作った老人ホームを別の場所に移転 卓話！ありがとうございます。
して定員 100 名にいたしました。こちらも扶桑建設さん
にお願いをしました。立派な施設で職員さん達は感激し ○小島会長
ております。入ってくる方もひょいと見学にいらっしゃ 吉崎様、本日はありがとうございました。
って、そうすると大体そこで入所申込みを書いていきま
す。なかなかベッドが空きませんので、1 年位待っていた ○伊藤会員
だくようになります。
吉崎様 本日の卓話ありがとうございました。
青梅白寿会が何とかここまで来られたということは、
扶桑グループの星野会長のお陰と思っております。北島 ・石岡幹事
さぶちゃんの歌の中で、受けた御恩は世間に返すという 吉崎様 本日はありがとうございました。
歌詞がありますが、老人福祉ですから、困っている方が自
由に施設を申し込んで、入所して楽しく有意義な人生を ・今藤会員
送ってもらえるように、我々は支援するだけしかできま バッヂ忘れました。
せん。そのように今後も頑張っていきたいと思っており
・岩本会員
ます。
どのような話をしようか星野会長に相談をしたところ、 吉崎常務 卓話ありがとうございました。
親孝行の話をすればよいと言われたのですが、私は親も
おりません。どうしようかと思ったのですが、今施設に入 ・志賀会員
っている方々が自分の親みたいなものですし、我々は孫 吉崎様、卓話楽しみにしておりました。
子供で、その親が明るく過ごせるようサポートしていく ありがとうございます。
ことが親孝行のひとつになるのかなと思います。また、私
・田畑会員
には 3 人子供がおりますが、皆、自分に付いてきてくれ
吉崎様卓話よろしくお願いします。
ましたので、出来れば今やっている事業が子々孫々にい
たるまで、発展していくことが親孝行になるのではない
かとも思います。

●出席報告

（岡野 和弘出席委員長）

会員数

47 名

出席義務会員

46 名

本日の出席

38 名

（メイクによる出席者数を除く）

●次週例会予定

（岡野 景子プログラム委員）

謝辞（佐々木 稔郎会長エレクト）

11 月 1 日（水）

日本は高齢化社会になりまして、皆困っているところ
ですが、50 パーセント以上の子供達が、親の面倒は見な
いという状況です。これから福祉施設の充実がますます
重要となってくると思います。歳を取っても、誇りを持っ
て生きられるような施設をお願いしたいと思います。
本日はありがとうございました。

卓話「AI・人工知能とは？」
東京八王子北ロータリークラブ
藤田功様

●閉会点鐘

（小島 弘明会長）

