
 

 

  

 

  

平成３０年 ３月 ５日（月）第 1928回例会 

11：00   職場訪問 

      嶺北丸岡消防署 

12：00   食事 

12：30   開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

祝  事  ３月  会員誕生日・結婚記念日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①2018-19年度 ガバナー補佐 決定 

  丸岡ＲＣ担当 木村昌弘氏（三国ＲＣ） 

≪他クラブより≫ 

①「おもてなし活動ガム取り大作戦」の案内 

福井ＲＣより 

開催日時 4/21（土）8：00～9：00 

集合場所 JR福井駅西口ハピテラス 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱  本日の寄付報告 

13：00 閉会点鐘 

     
 

        

平成３０年３月５日発行 

本日の例会  

平成３０年 ３月１９日（月）第 1930回例会 
外部卓話：福井信用金庫 丸岡営業部 部長 

 中山 隆一郎氏  

平成３０年 ３月２６日（月）第 1931回例会 
米山奨学金（３月分）授与 ＆ 修了式 

タイ プラティープ氏  

   スラム街自衛消防組織の団員 訪問 

★バンコクスラム街の消防防災支援事業★ 

⇒今年度地区補助金活用事業 

＜スケジュール＞ 

25 日（日）タイバンコク発 

26 日（月）日本着→小松→福井・丸岡 

例会に出席  たけくらべ温泉に宿泊   

27 日（火）～29 日（木） 

市長・嶺北消防組合 表敬訪問 

丸岡消防署にて研修 

30 日（金）ST の OB 高校生達と丸岡・県内観光  

31 日（土）福井発大阪経由タイへ  

＊宿泊＊ 

26 日    たけくらべ 

27 日～30 日 会員宅（東角・水﨑・西出）食事共 

平成３０年 ３月１２日（月）第 1929回例会 
ロータリーの友（３月号）解説 

 下田雑誌広報ＩＴ副委員長  

 

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル8F大ホール

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

勝　山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武　生・武生商工会館
若　狭・ホテルせくみ屋

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日

今後の予定  

次回の例会  

ビジター受付のみ 12：00～12：30 

福井 RC 木 3/8 4/12 6/28 

福井南 RC 火 3/13,27 

福井東 RC 月 3/12 

福井西 RC 金 3/9 

福井あじさい RC 金 3/16 

敦賀西 RC 木 3/8,15 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 5/13 

 



 

 

 

漸く雪もその嵩を減らし、陽だまりが暖かく感じられるようになってきたところ。 

突然、前川さんの訃報でした。本当に驚きました。詳細は分かりませんが、６８歳。まだ

まだ先に期するところもあったと思います。ご家族のご心中いかばかりかとお察し申し上

げるとともに、今は只、心からご冥福をお祈りしたいと思います。 

 

金 定基 会長挨拶                           ２月２６日（月） 

 

 

丸岡包括支援センターの取り組みについて説明させて頂きます。坂井市は、市に基幹

型包括支援センターがあります。平成 28 年度より、包括が各町に委託されることにな

り、春江、坂井、三国、丸岡に地域包括支援センターが配置されることになりました。 

各地域包括支援センターにて業務を行うことになっておりますが、基幹型包括とは、毎

月の連絡会や、困難な案件に関しては随時 相談・連携をとらせて頂いております。包

括支援センターには、 保健師、又は看護師、主任介護支援専門員、社会福祉士が必ず

配置されております。そこで、地域包括支援センターとは、地域高齢者の介護予防に取 

り組む機関で、高齢者のよろず相談所のようなもので、サービス内容は、以下の通りです。  

① 総合相談  

相談内容としては、高齢者の困りごとであり、相談者は主に、高齢者本人や家族、高齢者の近隣の方（民生委員等）

ケアマネージャー 医療機関等があります。相談内容は、  

・介護申請をしたい  

・閉じこもりになって困る  

・介護に疲れた  

・介護保険とは何か  

・体調を崩してから自宅の環境が悪く、生活に困る  

・認知症の父親の徘徊がひどく困る  

・自分が認知症じゃないか心配  

・地域に心配な方がいる    ・一人暮らしの人がボヤを出さないか心配 ・サービス事業所に不満がある  

このように、様々な相談が包括支援センターにあります。 

② 権利擁護  

まず成年後見人に関しては、制度利用の説明、アドバイス、専門機関、団体等への紹介 これらは主に、社会福祉士

が対応させて頂きます。  

虐待の疑いがあれば、訴えのある方からできるだけお話を聴いています。その場の相談で、様子を見ることもあり

ますが、包括内でも話し合いを行い、必要に応じ実態把握の訪問を行い、聞き取りをしています。緊急性の判断を

行ったところで、緊急性の低い場合は、解決に向けての相談やその後の支援を家族やケアマネージャーと考えてい

きます。又、緊急性の高い場合は、坂井市への報告、市との合同会議、生命の危機を感じる時は、保護の検討を行

います。消費者被害について相談があれば、悪質な訪問販売や消費者金融の被害について状況確認、警察や消費者

センターと連携、二次被害防止対策について行政と連携しています。  

外部卓話                      ２月２６日（月）  

『 地域包括支援センターの役割 』   丸岡包括支援センター長 山道 伊久江様 

 様 

 



  

③ 介護予防マネジメント  

介護認定（要支援 1、2）者の介護保険「介護予防サービス」を

担当します。 要介護申請を行い、介護申請を受けた方に対し

て、必要なサービスを検討致します。要介護 1～5 の方は、担

当のケアマネージャーが付きますが、よく似た流れでケアプラ

ンを組み立てています。  

ここで、「高齢者」の健康維持・向上に向けて、大切なことにつ

いて、少し説明させて頂きます。高齢者に気を付けて欲しいこ

とは、栄養改善です。「食べること」を支援し、低栄養状態の予

防や改善、バランスの良い食事は、認知症予防にもつながりま

す。 

口腔機能の向上、口腔ケアの自立支援や摂食・嚥下機能等の向上支援、口の中をいつもきれいにして、おいしく食

事を頂く。寝ている間の誤嚥予防にもつながります。また、嚥下機能に合わせた食べやすい食事の提供も大切です。  

④ 包括的・継続的ケアマネジメント  

具体的に私たちが行っていることは、ケアマネージャーの支援が主です。  

地域ケア会議と言うものを、年間 5 回以上、課題によってのまとめとして圏域内での会議を年 2 回程度行っていま

す。 地域ケア会議とは、地域資源をどのように構築していくべきか、課題を的確に把握し、解決していく手段を導

き出すための会議です。具体的には、多職種で話し合う場を設け、問題解決にあたるものです。個別課題を解決す

るために、困難事例に関する相談や助言を出し合い、参加者の資質向上と関係職種の連携促進を行います。 次に、

ネットワーク構成・自立支援に関するケアマネジメントの普及、関係者との共通認識、住民との情報共有、各立場

の方が、事例に取り組むことで、柔軟な考えを知ることができます。この会議でまとめたものから、地域課題発見、

サービス資源、事例提供者の抱える問題、利用者・住民などの課題発見があり、地域づくり、資源開発と言うこと

で、社会資源の調整、新たな資源開発の検討、地域づくりを考え意見をまとめることができます。  

 

 

 

 

 

⑤ 出前講座 

今回のように包括支援センターの取り組みについて、介護保険制度について、認知症予防体操 、認知症についての

説明をさせて頂きました。家族介護教室、家族交流会では、芦原温泉、リライム等を利用した慰労会 、家族同士の

親睦会、オレンジカフェ見学体験、福祉用具の使い方、栄養講座を行いました。  

今後も、各行政、介護事業所、医療機関、そして、住民の方々の意見を伺いながら、より身近な包括になること

を目指していこうと思っております。  

≪会員感想≫ 介護を誰が、どのように行うかをめぐって、問題やトラブルを抱えている昨今、 介護は現代の日本

社会が抱える大きな課題です。個々の家庭においても、在宅でケアするか、施設に入居させるかなど、一つ一つの

決断を待ったなしで下していく必要があります。 介護を受ける人も、する人も、最良の選択をするために、介護に

おける問題点をきちんと把握する必要があります。介護に対する相談やサービスがスムーズに受けられる事は大変

ありがたいことです。                               （文責 竹内 伸一） 

 



 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３５名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日 19時 00分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 委員長―下村晴夫 会報委員会 委員長―瀬野友伸 副委員長―笹埜 博 

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

委員会報告                    ２月２６日（月）  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 2 月 26日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 19,000円 574,000円 1,094,000円 

ロータリー財団 18,000円 445,100円 

米山記念奨学会 13,000円 327,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １５名 

金会長  前川重雄さんのご冥福をお祈り申し上げます。 

林田幹事 ようやく地獄から抜け出せました。 

山道さん今日はありがとうございます。 

北    故前川重雄様の心よりご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

奥村   前川重雄会員のご冥福を心からお祈りいたしま

す。 

林田恒正 前川会員 あまりにも早くあの世へいかれ残

念。 

山下   前川重雄会員のご冥福を心よりお祈りします。 

倉本   前川重雄様に心よりおくやみを申し上げます。

早過ぎます。 

倉田   坂井市丸岡包括支援センター長山道井伊久江様 

卓話有難うございます。 

水﨑   前川重雄さんが亡くなられたこと誠に残念で

す。お悔やみ申し上げます。 

柿木   前川重雄様 長い間いろいろありがとうござい

ました。 

杉本   山道様 本日卓話よろしくお願いいたします。 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １２名 
南  林田千之 金  奥村 林田恒正 

倉本 柿木   杉本 竹内 松井   川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １１名 
林田千之  金  奥村 林田恒正 倉本 水﨑 

杉本    竹内 松井 川上   竹澤 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

2/26 ３４ ２２ ９ １ ２ 68.75% 

【メーキャップ】 2/26～3/2 事務局受付分 

 2/24 地区委員会 林田數一 2/19分 

 3/2  三国ＲＣ  奥村 2/19分 

例会日 会員数 出 席 
ﾒｰｷｬｯ

ﾌﾟ 
欠席者 

出席免除者 

欠席 
修正出席率 

2/19 ３５ １８ ５ １０ ３ 71.88% 

 

竹内   前川重雄様のご冥福を心よりお祈りいたします。 

松井   山道様 卓話よろしくお願いいたします。 

川上   山道様 本日卓話よろしくお願いします。 

     前川重雄さんのご冥福をお祈り申し上げます。 

竹澤   前川重雄さんのご冥福をお祈り申し上げます。 

     山道様 卓話よろしくお願いします。 

 

2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ 

 


