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2 月度 RI テーマ「平和と紛争予防/紛争解決月間」
【 2/23 は RI 創立記念日！ 】

第 3031 回例会/No.28

2017 年 2 月 7 日

◆例会プログラム
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開会点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング斉唱
四つのテスト
会長の時間
慶 祝
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ
「RI 創立記念日に因み」安藤 武彦 君
幹事および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
閉会点鐘

◆幹事報告
・平成 28 年度卒業式について（ご案内）
花巻南高等学校
校長 遠藤 可奈子
・2017-2018 新商品のご案内
㈱フジマキネクタイ
・2017-2018 年度ロータリー手帳お買い上げのお願い
（一社）ロータリーの友事務所

）例会の概要
■四つのテスト
阿部一郎 君

いよいよ来月末は、インターシティミーティング花巻（IM
花巻）です。先週、実行委員会を「やぶや」さんで開催し、
講演講師の「インクルいわて山屋理事長」にもお越しいた
だき、打ち合わせしつつ懇親も深めました。すばらしい会
になりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。
それでは三田大委員長に講師のご紹介をお願いし、1 月
最後の会長の時間を終わります。ありがとうございました。

◆ゲストスピーチ
(総合花巻病院

君

言行はこれに照らしてから
一．真実かどうか
一．みんなに公平か
一．好意と友情を深めるか
一．みんなのためになるかどうか

■会長の時間「26 回/46 回」

さて、本日、午前中に今年度の国際奉仕活動・社会奉仕
活動の一つであります、
「いわて花巻空港・感謝と歓迎のス
タンドサイン設置式」を会員数名と空港ターミナルビルの
中田社長様はじめ職員の方々と共に行って参りました。
いわての空の玄関である花巻空港到着口に、東日本大震
災津波等への国内外、特にも台湾のロータリークラブより
受けた御支援への「感謝」と、岩手へいらっしゃる方々へ
の「歓迎」の意を込め、花巻ロータリークラブとしてロー
タリーのイメージにそって作成したスタンドサインです。
空港と言えば、台湾定期便化見送りで心配しておりまし
たが、先週、中華航空の台湾プログラムチャーター便の 4
月就航が決定との報道にほっとしました。今後の交流促進
に微力ではありますがお役に立てれば幸いです。

■講師紹介

◆第 3030 (1/31)例会の概要

吉田

和洋 君

みなさまこんにちは！
本日は職業奉仕月間のゲストスピ
ーチ例会です。担当の職業奉仕委員会
三田大委員長のご紹介により、特別養
護老人ホーム等を運営されておりま
す ㈱サンガ 施設長で前総合花巻
病院看護婦長でありました、福岡 美
津江 様よりお話をいただきます。
福岡 様、ご多用のところ花巻ロー
タリークラブの例会においでいただ
き、ありがとうございます。
先週は、市内 3 ロータリークラブ合同新年例会・親睦会
を当クラブが幹事クラブとして開催致しました。濱守ガバ
ナー、米山奨学生ボルドバヤル君にもご出席をいただき、
会員 17 名・菊の会 11 名を含め、3 クラブ総勢 70 名で、に
ぎやかに開催することができました。
アトラクションでは、津軽三味線奏者の 藤原 翼さんの
エネルギッシュで躍動感のある演奏で、お花が上がるなど
非常に盛り上がりました。また 2 次会も濱守ガバナーより
お声があり有志数人で、ガバナーとお話ができる貴重な時
間となりました。
濱守ガバナーは、市内のロータリークラブ合同での例
会・親睦会は初めての体験ということで、有意義でとても
楽しい時間だったそうです。ありがとうございました。

『三方よし、プラス One(世界)よし！』

㈲サンガ 施設長

前看護婦長)

福岡 美津江 様

担当：職業奉仕委員会

三田 望 君
ととった美 がすやけ仰し
ごすて。津そ本る知どるて職
活るる草江の来・識、方る業
躍方方のさ観の還を専がか奉
さ々、根ん点職元通門いら仕
れの終でにで業をじ的ら職に
て力活大お考奉すてなっ業つ
るにを変願え仕る社職し奉い
方な迎ないてでと会業ゃ仕て
でりえ方し、すいにのいだ「
すたよ、ま福。う奉技ま」仕
。いう困し岡
事仕術すと事

■｢その人に寄り添うケア―｣

福岡 美津江 様

こんにちは福岡です。私は看護の職に就いて
から今年で 54 年目になるんですけど、良く考
えたら半世紀以上もやってるんです（笑）
若い頃、聖路加の日野原先生の下で看護の基
本を仕込まれ、岩手医大の三田俊定先生の看護
学校で働き、三田先生と佐藤隆房先生でお話を
されて、花巻総合病院で 33 年間働きました。
隆房先生には人を育てるには等々、折に触れ
て色々教えて頂きましたが、愛と誠を重んじ、
人との関わりを大切にすることを叩き込まれ
ました。
主人が選挙に出ることになって、やむなく。花巻病院を止めたんで
すが、その後、舅・姑の介護にも携わり、まだ体も丈夫だし、何かし
なくちゃいけないという事で介護保険も浸透していない頃に介護の仕
事に携わる新たなスタートを切りました。
病院では命が優先なんですね、治療が優先で救急車で運ばれた人達
の命をどうつないで元気に家に帰れるかをずっとやってた気がしま
す。愛は人を癒す、愛を分析しますと心を受けると書きますが、相手
の心を受け止めて、何か出来ただろうか…退院時にお蔭様でしたと言
われ、何となく役割を果たしたわという風に思ってたんですが…。
今、この介護の仕事に入って良かったなと思うことは病院が悪いっ
ていうのではなく、地域に密着し、家に送って行ったりして利用者さ
んの立場や家族の思いを知れる、お会いする機会が非常に多いこと。
うちは 13 人の職員のうち看護師が 6 人。花巻病院を定年退職した
ベテランが集まって経験豊かで非常に心強い。今、認知症が増え、

去年の 6 月から認知症対応型ということで要支援ではなく要介護
1～5、平均で要介護 3.3 の重い認知症の人を主にケアしてますが、
私はスタート時点からどんな利用者さんもまず受け入れて、理由
がない限り絶対に NO と言わない。老老介護で面倒を見てる中で、
プロの私たちが何かお手伝いしなければ罰が当たると常にそう思
っています。要介護度５の方も多いですが、口に食べ物を運んで
あげることは出来てもゴックンは自分しかできない。喉のマッサ
ージと声かけでいつまで口から食べれるかが私達の仕事と思って
います。胃瘻が悪い訳ではありませんが、Dr が口からダメとは指
示されると機能はあるのに口から食べさせてあげれない。
トイレで傍に立たれたら嫌なのは認
知症の方も同じ。入浴も無理だというの
は簡単。でもやれば出来る。やってない
だけ、絶対アイデアは浮かびます。
また、自宅での看取りも自身の経験
上、是非やらせてあげたい。
笑いはがん細胞を食べる NK 細胞を活
性化させ、全身運動で痛みも和らげ。副
作用のない特効薬です！1 日１笑♪

■地区委員委嘱状授与
国際 ロータリ ー 2520 地区
藤崎ガバナーより 2017-2018
年度地区監査委員会委員
の委嘱状を吉田会長から
谷村 繁 君に授与されま
した。頑張ってください！

◆出席報告

■ポール･ハリスフェロー表彰
阿部 一郎君、鹿討 康弘君の
貢献をたたえ、ロータリー財団
より、ポール・ハリスフェロー
表彰状とピンが贈られ、吉田
会長より授与されました。

/////

◇佐々木 史昭 君『福岡 美津江様のゲスト講話「その人
に寄り添うケア」大変勉強になりました。ありがとうご
ざいました。申し訳ありませんが、来客対応・仙台出張
のため早退いたします。
』
◇谷村 繁 君（Web 非公開）
『1/20、トランプ大統領就任
式の日、孫の瑠南(るな)がトランプ・ホテルに泊まりま
した。チェックインの時、フロントデスクであと 100 ド
ル出せばグレードアップできますと言われた部屋はオ
ーシャンフロントでゴージャスそのものだったそうで
す。アロハ！』
◇滝田 吉郎 君『先程いわて花巻空港到着ロビーにウエル
カムボードを設置しました。ボードを観たお客様が温か
い気持ちで岩手を満喫することを願います。
』
◇阿部 一郎 君『福岡様、本日は貴重な講演ありがとうご
ざいました。福祉の現場の内容が分かり大変参考になり
ました。当社も服薬支援装置を作り、少しでも福祉に役
立てるよう頑張っております。福岡様にも今後のご活躍
を祈念致します。
』
◇橋川 秀治 君『福岡様、本日はスピーチ頂きありがとう
ございました。弊社の「あいーと」を海老蔵さんの奥様
の麻央さんが食べているとブログにアップされ、弊社の
HP のカウントが 10 倍に跳ね上がりました。何とか快復
して欲しいと願っております。
』

◆第 3030 例会メニュー

『みそカツ』
◆今後のプログラム

33 人中 14 人の出席
2/14(火) IM 花巻実施に向けて
上田実行委員長
出席率
50.0％
2/21(火) 菊の会合同夜例会 in ホテル花城
前回修正
57.1％
◆今後のプログラム案
ゲストスピーチ 林風舎 社長 宮澤 和樹 様
メーキャップ
1/21（土）
・22（日）青少年交換長期・短期 第 2 回オ
2/23(木) 17:00 平塚 RC 創立 60 周年 友好ｸﾗﾌﾞ委員会
リエンテーション
佐々木史昭君
2/26(日) ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ花巻 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻
1/25（水）IM 実行委員会
2/28(火) 平塚 RC60 周年報告 友好ｸﾗﾌﾞ委員長 上田 譲君
吉田和洋君・鹿討康弘君・稲田典之君・橋川秀治君・
佐藤誠吾君・上田穣君・浅沼幸二君
■Topics！
1/31（火）花巻空港スタンド設置式
1/31 午前 10 時半～いわて花巻空
吉田和洋君・鹿討康弘君・三田望君・稲田典之君・
港ターミナルビル中田社長様よ
谷村繁君・伊藤隆規君・滝田吉郎君・立花徳久君・
り空港利用の現状と課題および
橋川秀治君
ウエルカムボードを設置する意
義についてお話を伺い、その後
到着口にて和やかに設置式を行
いました♪

◆ニコニコボックス
◇三田 望 君『福岡様、本日は貴重なお話ありがとうござ
いました。誰でも避けて通ることが出来ない老後につい
て命の尊厳を保ち凄しそしてこの世からおさらばする
事が出来たら最高と思いました。』
◇吉田 和洋 君『午前中は感謝と歓迎の花巻ロータリーウ
エルカムボードを空港ターミナルビルへ設置して来ま
した。国際奉仕、社会奉仕の一助となれば幸いです。本
日は福岡様ご講話ありがとうございました。
』
◇鹿討 康弘 君『福岡さん、本日はありがとうございまし
た。話し足りなかった分はまたﾊﾟｰﾄ 2 で！!』
◇稲田 典之 君『
「副作用のない特効薬は笑い」大いに笑
って健康に過ごしたいと思います。福岡さん貴重なお話
をありがとうございました。』

クラブ会報委員会
委員長：橋川秀治（編集担当）、副委員長：佐藤誠吾
委員：多田浩二、前田 毅 AD：鹿討康弘

