
   

月間 
７月３１日（金） ８月７日（金） ８月１４日（金） ８月２１日（金） 

ガバナー補佐訪問 理事役員会 11：30 休会 定款６－１ 卓話 自己紹介 
朱宮新治ガバナー補佐 祝福 卓話 屋嘉比良夫君  大原 泰昭君 

例

会

予

定 クラブ協議会 13：30 近藤 秀樹君  峠 テル子君 
  ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp     E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

春日井ロータリークラブ 
2015～2016 年度 WEEKLY REPORT クラブテーマ 

ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・ROTARY SONG    「我らの生業」 

・今月の歌     「ふじの山」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           志水ひろみ君 
・ＩＤＭ     ガーデンレストラン 徳川園 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

今月の歌 

ふじの山 

あたまを雲の  上に出し 
四方の山を   見おろして 

かみなりさまを 下にきく 

ふじは日本一の山 

 

先週の記録 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

地区行事 

：8 月 10 日（月） 東尾張分区会長・幹事会  
名鉄犬山ホテル 
 出席者は志水ひろみ会長、長谷川英輝幹事 
      

次週予告    

7 月 24 日（金） IDM 
ガーデンレストラン徳川園 18 時～ 
 

 

 

２０１５年７月２４日（金）第２２４０回（７月第４例会） 

 

◎例会変更の案内 
名古屋アイリス ７月２９日(水) ７月３０日(木) 

   ＲＣ 夜間例会の為 シェ・コーベ 

名古屋名北 ７月２９日(水) ７月２９日(水) 

   ＲＣ 夜間例会の為 アパホテル 

名古屋城北 ７月２８日(火) ７月２８日(火) 

   ＲＣ 夜間例会の為 東急REIホテル 

名古屋空港 ７月２７日(月) ７月２７日(月) 

   ＲＣ 創立記念例会の為  

 
◎例会休会のお知らせ 
○小牧ＲＣ     ７月２９日（水）は休会 

○瀬戸ＲＣ     ７月２９日（水）は休会 

○名古屋丸の内Ｃ  ７月３０日（木）は休会 

○岩倉ＲＣ     ７月２８日（火）は休会 

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 58名 欠席20名 出席率65.5% 

先々週の修正出席 欠席5名 出席率91.4% 

 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇祝福ありがとうございます。  志水ひろみ君 
〇本日卓話デビュードキドキです。青山 博徳君 
〇夫人誕生日ありがとうございます。 
                小野寺 誠君 
〇誕生日祝いをうけて。     加藤  茂君 
〇青山会員の卓話に期待して。  貴田 永克君 
〇夫人誕生日をうけて。     川瀬 治道君 
〇祝福を受ける喜びで！！    近藤 太門君 
〇自殺火災のあった新幹線、車掌のチェックがき

びしくなってます。       宅間 秀順君 

会      長 ： 志水ひろみ 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：名畑  豊 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

幹   事 ：長谷川英輝  事 務 局 ：春日井市鳥居松町 5-45

会報委員長 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



〇夫人誕生日ありがとうございます。 
                早川 八郎君 
〇本日、58 回目の誕生日を迎える事ができました。 
ありがとうございました。    古屋 義夫君 
皆様、本当にありがとうございました。 
                日比 雄将君 
〇今頃ですが、志水会長さん頑張って下さい。 
                松尾 隆徳君 
〇祝福の皆様、おめでとうございます。 
                屋嘉比良夫君 
〇祝福ありがとうございます。  山田  治君 
〇夫人誕生日ありがとうございます。 
                和田 了司君 
〇おめでとうございます。 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  伊藤 正之君  

梅村  守君  大橋 完一君  太田 弘道君  

大畑 一久君  加藤久仁明君  近藤 秀樹君 
清水  勲君  社本 太郎君  杤本 正樹君  

峠 テル子君  成瀬 浩康君  長谷川英輝君   
蓮野 美廣君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 

 
卓話             青山 博徳君 

昨今の高齢者住宅事情 
今日は貴重なお時間を頂き、プログラム委員長の

今年の御意向から、会員の職業をもっと知ろうと

のことで、現在携わっております「サービス付き

高齢者向け住宅・えん 高蔵寺」のご説明を通じ、

昨今のお年寄りの住宅事情をお話しようと思いま

す。 
弊社は創業 96年 大八車の呉服の引き売りから、

大正 8 年大留町でお店を持ち、高蔵寺ニュータウ

ン開発に前後して昭和 48 年に駅前にショッピン

グセンターを開業、その後大きな負債を抱えて閉

店、その後、残った空きビルの賃貸等で返済を重

ね、心機一転！平成 25 年に高蔵寺ニュータウン

の高齢化に伴い、国土交通省の補助事業を活用し、

高齢者向けマンション・デイサービス・訪問加護

ステーションを運営事業者に委託し展開を始めま

した。 
皆さんは要支援・要介護など介護認定とは、まだ

無縁かと思いますが 40 歳以上の総ての国民は平

成 12 年（2,000 年）から給与から天引きされ、65
歳以上の高齢者の方も徴収され、各種高齢者介護

事業に使われています。 
毎日の生活に支障をきたし要支援・要介護の認定

を得られれば、ヘルパーさんなどの訪問介護やデ

イサービスなど介護保険を使っての豊富なサービ

スを受けることが出来ますが、爆発的に増加を続

ける高齢者にその財源が追い付かず年々その認定

が厳しくなっています。 
特に、団塊世代が人口の 5 割以上を占める特殊な

人口構成を持つ高蔵寺ニュータウンの高齢化は、

子供が巣立った老夫婦世帯と伴侶を失った独居老

人が世帯数の 6 割～7 割を超える地域もある「い

びつな街」と成りつつあり、高齢者が安心安全に

暮らせる住環境づくりが、街の価値を上げて行く

鍵でもあります。 
自宅での炊事洗濯健康管理など日々の生活に不安

を抱える独居老人の選択肢であった特別養護老人

ホームやケアハウスは、今や全国で 52 万人を超

える順番待ちで 3 年 4 年待ちも当たり前で、ほと

んど自分で何も出来ない要介護４や５の認定を受

けても入れない在宅待機者が 8 万 6 千人に上り、

倒れても痴呆でも自宅で家族が介護を見続けなけ

ればならないのが現状です。 
まだ老夫婦二人で支えあって自宅を守っても、

年々炊事洗濯や買い物がおっくう、庭木の手入れ

や 2 階への階段の上り下りが面倒などと言う、や

や元気でも将来に不安を覚える高齢世帯の現実的

な受け皿が見当たらないのが、高齢者や遠隔地に

住む子供達の不安の種となっていました。 
もちろん、数千万円の入居金一時金を払いホテル

の様なサービスと万全な生活支援を生涯に亘り受

けられる「有料老人ホーム」も有りますが、高蔵

寺ニュータウンに住まう年金生活者には現実的な

話ではありません。 
寝たきり、痴呆とは無縁だが毎日の生活が年寄り

だけでは漠然と不安と感じているが、施設の様な

規則に縛られる生活をする程でも無く、高齢者の

「メシ・風呂・寝る」と急病時の対応で充分と考

える大多数の元気でも不安な独居老人の選択肢と

して、弊社では 2011 年（平成 23 年）に施行され

た「高齢者住まい法」を活用し、当地で初めての

「サービス付き高齢者向け住宅」を 2013 年（平

成 25 年）から運用を始めました。 
詳しくは、ＰＲビデオをご覧いただきますので、

御理解頂けると思いますが、一口で言うと、「老人

用・賄い付き下宿」と考えて頂ければ結構です。

皆さんも学生時代「下宿生活」をされた方も多く

いらっしゃると思いますが、出入り自由・外泊自

由・食事も風呂も自由・寝坊や風邪を引いた時に

は「下宿のおばちゃん」がアレコレと世話を焼い

てくれる・・・規律の厳しい寮生活には無い下宿

の自由さに似た住まい方が、この施設の魅力かも

知れません。 
現在、40 室総てが満室状態で、分譲では無く、終

身利用権ではなく、賃貸マンションと同様なので、

高度な介護は必要となったり、長期入院が必要に

なったり、家族の環境が変わったりと、その時々

の事情に合せて解約なども他の老人施設と比較し

簡単なもの人気の一つかも知れません。 
今回、高蔵寺で展開してみての特徴はニュータウ

ンの独居老人の住み替えに加え、「呼び寄せ需要」



が想定を超え、団塊世代の地方で暮らす親世代の

入居が目立ちます。 
田舎に一人残して来た母親に定年を迎えＵターン

する訳にも、長年連れ添った女房と今更同居する

のも難しく、金銭的肉体的にも厳しい遠距離介護

を考えると、親をニュータウンの近くへ「呼び寄

せ」その後何かが有れば介護施設へ・・と考えて

いる方たちが多いことに、この街の抱える色々な

問題が見えて来ました。 
いずれにせよ、家族も含め入居者の方々から、こ

の街にこの施設があって良かった！と言って頂け

ることに、無上の喜びを感じています。 
 

 

祝福 会員誕生日  
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日比 雄将君 ご結婚おめでとう 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


