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例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

四つのテスト唱和     井上脩士 会員 

 

例会プログラム 

司会 井田喜代志 SAA  

点鐘 石井英男会長 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和 井上脩士会員 

お客様紹介 石井英男会長 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男幹事 

委員会報告  親睦家族委員会 寺西修身副委員長 

木曜ゴルフ会 加藤 勉会員 

青少年奉仕部門 井上脩士部門長 

卓話 認知症サポーター認定養成講座 

埼玉県斎生会鴻巣病院 

医療技術部長 持田良一様 

認知症疾患医療センター 香田 綾様 

出席報告 加藤 勉委員長 

スマイル報告 馬場知行副 SAA 

点鐘 石井英男会長 

 

わ 
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お客様 

 

すいの会のメンバーの皆様が来訪されました。 

会長挨拶           石井英男 会長 

皆さんこんにちは、今日は

蓮江郁夫会員の提案で、埼

玉県済生会鴻巣病院より医

療技術部長、持田良一様と

主任、香田綾様(精神保健福

祉士)の認知症サポーター認

定養成講座を開催して頂きます。又ロータリー

会員、すいの会、奥様方、大勢の参加をして頂

きまして、誠にありがとう御座います。 

厚生労働省が推進する「認知症サポーター

キャラバン」とは、認知症について正しく理解し、

認知症の人やその家族を見守り、支援するサ

ポーターになって頂く講座です。サポーター資

格が取得出来ます。 

本日は、例会時間を、5 分早くスタートし、終

わりを 5 分延長させて頂きます。会員、皆様方

のご理解、ご協力、よろしくお願い致します。 

尚、9 月 25 日（水）は富岡製糸工場、神社、

城跡見学をバスにて、小旅行。移動例会としま

すので、大勢の参加をお待ちしております。 

幹事報告          山口光男 幹事 

①9 月 11 日(水)例会 桶川

RC との合同例会 16名参加 

②9月 18日(水)第 21回「ふれ

あい鴻巣ウオーキング」大会

代表者会議 

③9月25日(水)世界遺産を推

進する富岡製糸場を訪ねる例会 20名 

④10月22日(火)鴻巣クラブ主管による四クラブ

合同例会、 

ロータリー活動で感動したことを発表。2 名 15

分程度 

地区からの報告 

10月5日(土)職業奉仕月間セミナー 桶川さい

たま文学館ホール 

②10月 7日(月)地区大会ﾎﾟﾘｵ撲滅ゴルフ大会 

プレステージカントリークラフﾞ 4名 

 ③11月 9，10日（土、日）地区大会のご案内、

1日目浦和ロイヤルパインズホテル 

2日目さいたま市文化センタ－大ホール 詳

細はガバナー月信 10月号 

卓話 

『認知症サポーター養成講座』           

埼玉県斉生会鴻巣病院 

医療技術部長           持田良一 様 

認知症疾患医療センター主任  香田 綾 様 

 皆さんの身近に認知症の方

はいらっしゃいますか？また、

認知症に対してどのようなイメ

ージをお持ちですか？「認知

症」と聞くと、物忘れが起こる、

徘徊する、何も分からなくなる、

治らない‥といったことを思い浮かべる方も多

いと思います。そもそもよく分からない、という方

もいらっしゃるかもしれません。 

今年 6 月に厚生労働省の研究班の調査結

果が公表され、65 歳以上の高齢者のうち、認

知症の人は推計 15％、2012

年時点で約 462 万人に上るこ

とが明らかになりました。また、

認知症になる可能性がある軽

度認知障害（MCI）の高齢者も

約 400万人いると推計され、65

歳以上の 4人に 1人が認知症

とその“予備軍”との事でした。これは、以前に

出されていた予測をはるかに上回っており、今

後早急な対策が必要です。これまでも認知症
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に関しては様々な取り組みがなされてきまし

た。 

その中の一つに「認知症サポーター養成講

座」があります。講座を受講した人に、認知症

について正しく理解し、認知症の人とその家族

を温かく見守り、支援する「サポーター」になっ

ていただき、誰もが暮らしやすい地域を作って

いく活動です。地域住民、金融機関やスーパ

ーマーケットの従業員、小・中・高等学校の生

徒など様々な方が受講され、平成 25年 6月末

現在で全国に 420 万人を超える認知症サポー

ターが誕生しています。それぞれのサポーター

がそれぞれの暮らしの場で認知症の人やその

家族の生活をサポートするように心がけること

が期待されています。 

認知症は、様々な原因で脳の働きが悪くな

ったために様々な障害が起こり生活するうえで

支障が出ている状態を言います。大きく分ける

と、脳に何らかのダメージ（脳出血、脳梗塞、頭

部外傷、脳炎他）があったことで起こる後遺症

による認知症と、何らかの原因によって神経組

織が変性してしまい発症する認知症（アルツハ

イマー型認知症、レビー小体症、前頭側頭葉

変性症など）の２種類に分けられます。どちらの

タイプにしても、脳の働きが悪くなることで記憶

障害や見当識障害（場所や時間の経過を認識

する力）、理解・判断力の障害、実行機能障害

（順序立てて物事を行う力）などの中核症状が

現れ、周囲で起こっている現実を正しく認識で

きなくなってしまいます。そこに、元々の性格や

素質、環境や心理状態が複雑に絡み合って、

不安・焦燥、うつ状態、幻覚・妄想、興奮・暴力、

徘徊、不潔行為といった周辺症状（行動・心理

症状とも呼ばれる）が起こります。認知症の人

は、中核症状による生活の不自由や困りごとを

抱えており、そのことが周辺症状を引き起こし

ていく要因になりますが、逆を返せば、中核症

状があっても困らない生活をすることである程

度の周辺症状を抑えることができます。現在、

認知症は、早期診断・早期対応が有効とされて

います。残念ながら、現在の医学では中核症

状を治すことはできませんが、診断を受け早期

に脳の働きを悪くする原因を探すことで、進行

を遅らせたり、周辺症状が現れるのを防いだり

することができます。また、ごく一部ですが原因

の病気を治療することで治る認知症もあります。

また進行を遅らせたり気持ちを落ち着けたりす

る薬を飲む、様々な活動を行う、環境を調整す

るといったことで症状を緩和していく事もできま

す。 

また、最近は、生活習慣病と認知症には深

い関係がある事が分かってきており、生活習慣

病への対策が発症のリスクを減らすと言われて

います。予防のために生活習慣病にならない、

脳の活性化を図ることも重要です。認知症の人

に接する時は、認知症の人が「誰よりも不安で

苦しんでいる」ことを理解することが大切です。

その上で、認知症の人ができる事が増えていく

ように、周囲の人が温かく見守り適切な援助を

してくれる「人間杖」になることが必要です。ここ

ろをバリアフリーにして、障害を理解してさりげ

ない援助をすることを心がけましょう。また、認

知症の人と関わる際は、家族への支援も重要

です。身近な人が認知症になることで家族も戸

惑い、混乱しています。周囲の人が理解をして

くれることで救われることがたくさんあります。認

知症サポーターは「なにか」特別なことをする

人ではなく、認知症を理解してくれている人で

あり、認知症の人の「応援者」です。地域で困

っている様子が見えたら「何かお手伝いするこ

とがありますか？」と一声かけてみる、介護をし

ている家族にはねぎらいの言葉をかけてみる、

そういったことが役割です。 

認知症の人であっても、一般の人との付き合

いと基本的には変わりませんが、対応に際して、

１．驚かせない、２．急がせない、３．自尊心を

傷つけない、の“3つの「ない」”を心得ておいて

ください。また、具体的には①まずは見守る、

②余裕を持って対応する、③声をかけるときは

一人で、④後ろから声をかけない、⑤相手に目
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線を合わせてやさしい口調で、⑥穏やかに、は

っきりした滑舌で、⑦相手の言葉に耳を傾けて

ゆっくり対応する事がポイントになります。 

認知症に関係して知っておいてほしい制度・

法律としては、成年後見制度、日常生活自立

支援事業、高齢者虐待防止法などがあります。

また、身近な相談機関としては、地域包括支援

センター、電話相談窓口（埼玉県では社団法

人認知症の人と家族の会埼玉県支部）、認知

症疾患医療センター等があり、介護保険サー

ビスなども広く利用されています。 

以上のようなことをご理解いただき、認知症

サポーターの方それぞれができる事から認知

症の方とその家族を支える手助けをしていただ

けたらと思います。 

 

 

委員会報告 

親睦・家族委員会 寺西修身 副委員長 

 

来週 25日の例会は石井

会長の故郷を訪ねる小旅行

です。8時に市役所集合で

す。よろしくお願いたします。 

 

 

第三木曜ゴルフ会        加藤 勉 会員 

  

明日 19日のコンペは吉見ゴ

ルフ場に変更しての開催です。

石井会長より寸志をいただきま

した。 

 

 

 

出席報告         加藤 勉 委員長 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 9月 18日 9月 11日 9月 4日 

 1022回 1021回 1020回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 30 29 30 

出 席 数 20 29 24 

欠 席 数 10 0 6 

例会出席率 66.6% 100% 80.00% 

Ｍ Ｕ 数 2  1 

合計出席数 22 100 25 

出 席 率 73.3％ 100% 83.33% 
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スマイル報告       馬場知行 副 SAA 

 

 

前回までの合計 166,000 円

本 日 の 合 計 35,000 円

次回繰越金合計 201,000 円  

 

国指定名勝 楽山園 

 

 

 

昼食 

 

個人スマイル 

加藤勉会員（奥様分） 

馬場知行会員（奥様分） 

蓮江郁夫会員…本日講座を開いて頂きありがとうござ

います。 

井上脩士会員…妻も出席します。宜しくお願いします。 

石井英男会員（奥様分） 

スマイル 1  斉生会鴻巣病院持田様、香田様よろしくお

願いします。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正

勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・井田喜代志会

員・馬場知行会員・山口光男会員・間室照雄会員・井

上脩士会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・仁見惠

美子会員・小林玲子会員・宮坂良介会員・小林 功会

員・田邊聖会員・松村豪一会員・寺西修身会員・佐々

木倉造会員 

第 1023回小旅行移動例会  

9月 25日 世界遺産を推進する 

富岡製糸工場を訪ねる 

会場 桶川ロータリークラブ例会場 
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富岡製糸工場 

 

 

 

 

 

 

 

上野国一ノ宮貫前神社 
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ふるさとの杜 

シロダモ（白だも）        寺澤銀三 会員 

 

 

常緑高木で、樹高は 10-15ｍに達する。幹

は直立し、樹皮は紫褐色～暗褐色。若枝には

黄褐色の絹毛がある。葉は互生、葉柄があり、

枝先に密にする。葉身は長楕円状披針形で、

長さ 8-18ｃｍ、先端は尖り、３行脈が目立つ。

若葉には黄褐色の絹毛があるが、後に表面は

無毛になり、裏面は粉白色を帯び多少絹毛が

残る。雌雄異株。花期は秋。花は散形花序で、

葉脈に黄褐色の小花を多数つけ、翌年お秋果

実が赤色に熟す。果実は楕円状球 12-15ｍ

ｍ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

この夏の猛暑は何処へ～朝晩はすっかり肌

寒くなりました。皆様体調を崩さないようにして

ください。新米を食べるのがたのしみです。 

（R・K） 
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今後の活動予定 

 

 

10月 2日 

（水） 

第 1024回 通常例会 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 結婚月祝い 

ロータリーの友 

10月 9日 

（水） 

第 102５回 通常例会 

ガバナー公式訪問準備会 

10月 12日 

（土） 

第 1026回 移動例会 

鴻巣花火大会鑑賞 

10月 16日 

（水） 
振替休会 

10月 22日 

（火） 

第 1027回 移動例会 

4RC合同例会  

鴻巣フラワーセンター 

10月 23日 

（水） 

第 1028回 通常例会 

ガバナー公式訪問 

10月 30日 

（水） 

第 102９回 移動例会 

職場訪問 

東京湾視察船『新東京丸』 

クラブ会報委員会 

委員長  田邊 聖     副委員長  小林 功 

委  員  長谷川信子 柿沼洋一 小林玲子 寺西修身 


