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筑西市の花　春の花　なしのはな

筑西市は日本で最も古い梨の産地のひとつ。
県の銘柄産地に指定される国内有数の産地
です。梨の白い花は、清楚で気品が漂い優
しさが感じられます。市の繁栄のシンボル
としてふさわしい花です。

筑西市の花　秋の花　コスモス

可憐でありながら、倒れても立ち上がる力
強さを持つ花です。『宇宙』という意味が
あり、市の将来性と可能性を象徴していま
す。また『調和』の意味もあり、４市町合
併で誕生した筑西市をイメージできます。

筑西市の鳥　つばめ

田植え期の田園を飛び交い、躍動感を感じ
させるその姿は、筑西市の将来像にふさわ
しい鳥です。益鳥であり、幸せを呼ぶとい
われています。軒先に巣を作る姿をよく見
かけ、親近感を感じる鳥でもあります。

筑西市の木　さくら

市内の全域に数多くの品種が植栽されており、名所も多く、広く市民
に親しまれています。
春、咲き誇る姿は美しく、存在感があり、また優しさも感じられます。

　　　　　　　
　　　　　 外部卓話
茨城県西部メディカルセンター
水谷太郎理事長・梶井英治病院長

　　　　　　　
外部卓話　近藤消防司令
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『 仲良く　元気で　広げよう奉仕の輪 』　2018－19年度 下館ロータリークラブテーマ

　恒例のクリスマス例会を下記の通り開催致し

ますので、ご参加していただけますよう、お願

い申し上げます。

日　時　12月17日（月）　午後６時30分～

場　所　ダイヤモンドホール

新入会員卓話　   塚 田 砂 与 会員

　改めまして、こんにちは。本日の卓話を担当

させていただきます、塚田砂与と申します。不

慣れではございますが、どうぞよろしくお願い

致します。

　私は、昭和49年に下館で杉山善彦、イネの

長女として生まれました。兄、弟２人の４人兄

弟ですが、父の妹が子宝に恵まれなかった為、

私は二歳の頃から養女として土浦で育ちまし

た。そのような事情で杉山ではなく塚田の苗字

なので、不思議に思われる方が多いので、ここ

でお話をさせていただきました。

　それでは、仕事の紹介をさせていただきたい

と思います。㈱稲善は、福祉の仕事ということ

で、介護保険制度開始の平成12年に設立致し

ました。

　平成14年に高齢者介護サービス事業をス

タートし、平成25年には障がい者福祉サービ

ス事業を開始する事ができました。

いねの里　高齢者介護サービス事業

通所介護（デイサービス）

　日帰りで食事・入浴・機能訓練のサービスや

ふれあいの場の提供が受けられる在宅者のため

のサービスです。お食事やレクリエーションな

どの楽しい一日を過ごしていただきます。　

短期入所生活介護（ショートステイ）

　介護を受ける方に短期入所していただき、食

前例会報告     第2856回   2018/11/21（水）

会 長 挨 拶 　   永 井 啓 一 会長

今日は何の日？　世界ハローデイ

　本日は、世界ハローデイです。エジプトとイ

スラエルの紛争危機（1973年）10人の人と挨拶

することで世界の指導者たちに「紛争より対話

を」とのメッセージを伝える日です。世界平和

と紛争予防はロータリーの目指すところです。

　今月はロータリー財団月間です。ご協力お願

い致します。2016-2017の日本の寄付総額は、

17,688.59＄で、１人当たり151.31＄世界で

３番目でした。日本のロータリアンは 87,719

人で、世界は 1,207,906 人です。

　平 成30年11月16日（金）、７ＲＣの 親 善 ゴ

ルフ大会が岩瀬桜川カントリークラブで行われ

ました。百目鬼会員が孤軍奮闘するも、残念な

がら最下位になってしまいました。来年５月に

はホストクラブが当クラブになるので、優勝を

目指していきたいと思いますので、ゴルフをさ

れる会員皆様の参加をお願いします。

　平成30年11月17日（土）、会員増強を目的

とした研修会が行われました。参加人数が諸用

事のため、全員で６名と少なかったことが残念

でした。

幹 事 報 告 　      潮 田 武 彦 幹事

○高橋ガバナーよりガバナー公式訪問のお礼状

が届きました。

○真壁ＲＣより会報が届きました。

○第100回７ＲＣ親善ゴルフ大会記念誌が届き

ました。

情報委員会　    新 井 和 雄 委員長

　本日午後６：30より鳥恒で情報委員会を開

催致しますので、ご出席ください。

親睦委員会からのお知らせ
 薄 井 章 二 委員長

クリスマス例会のご案内



『 ロータリーの心と力を地域社会へ 』　 2018－19年度 国際ロータリー第2820地区テーマ

　この施設からは、筑波山をはじめ素晴らしい

展望を眺める事ができます。また、広々とした

敷地には保育園や特別養護老人ホームが隣接

し、畑には無農薬野菜が並び山羊が放され日々

楽しく過ごしております。

　利用する全ての方々が家族である福祉の里を

目指してまいりますので、これからも宜しくお

願い致します。

　続きまして、趣味の話を少しさせていただき

ます。私は、小学生の頃から水泳が好きで、こ

れまでにサーフィン、ダイビング、ジェットス

キー等といったマリンスポーツを経験してきま

したが、今年は海釣りの中でも一番過酷な「カ

ジキ釣り」に出場させて頂きました。乗船メン

バーは、キャプテンをはじめ、アングラー、ク

ルー３名の計５名でのチームで、私もクルーの

一員として乗船しました。

　また、今年はジャパンゲームフィッシュ協会

主催の第40回記念国際大会で、史上最多の

132艇の参加となり、私たちのチームは上位入

賞とは至りませんでしたが、今シーズンは

208kgを含む計３本のクロカジキを釣り上げる

事ができました。

　まだまだ、未熟者ではございますが、諸先輩

方の様なロータリアンにふさわしい活動が出来

ますよう頑張ってまいりますので、ご指導をお

願い致しまして、私の卓話とさせて頂きます。

事や入浴といった日常生活全般の介護や機能訓
練をご提供いたします。
　在宅で介護にあたっているご家族の身体的・
精神的負担の軽減、またはご家族が病気や冠婚
葬祭、仕事、旅行などで一時的に介護ができな
い場合などにご家族に代わって施設で介護をご
提供するサービスです。

認知症対応共同生活介護（グループホーム）

　介護を必要とする認知症の高齢者の方が、家
庭的な雰囲気の中で共同生活をすることによ
り、能力の維持と回復を目的とします。
　炊事、洗濯、掃除など、日常生活をスタッフ
とともに行い、楽しく生活を営む施設です。

やまびこ 障がい者福祉サービス事業グループホーム

　主として夜間の住居を提供し、共同生活の場
において、食事の提供など日常生活における必
要な支援を提供します。

就労継続支援 B型

　通所による就労や生産活動の機会を提供し、
地域生活の中で安心して生活できるようにお手
いをします。

いねの里　やすらぎの家グループホーム

○利用者様が笑顔で生活でき、安心して楽しく
過ごせる施設を目指します。

○地域に愛され、信頼され、心ふれあう施設を
目指します。

○利用者様の人格を尊重し、満足して頂けるよ
う、常に介護の質、専門性の向上に努めます。



4つのテスト　①真実かどうか　②みんなに公平か　③好意と友情を深めるか　④みんなのためになるかどうか

＊欠席の場合は午前10時までにダイヤモンドホール（☎0296－28－8511）へご連絡下さい

▼木幡　　浩さん　塚田会員、卓話楽しみにし
ております。

▼宮田　憲一さん　塚田会員の卓話を記念して。
　朝晩の冷え込みも大きくなりました。ご自愛

ください。

▼内山　勝洋さん　塚田さん、本日の卓話楽し
みです。宜しくお願い致します。

▼薄井　章一さん　塚田さん、卓話宜しくお願
いします。

▼葉　　章二さん　塚田さん、卓話宜しくお願
い致します。

本日の合計　22,000 円　　累計　515,000 円

出 席 報 告　   内 山 勝 洋 委員長

■メークアップ（敬称略）

11月 16日　７ＲＣ親善ゴルフ大会

　　　　　　永井啓一・関谷　徹・新井和雄

　　　　　　百目鬼博行

11 月 17日　会員増強研修会

　　　　　　永井啓一・早瀬浩一・神山芳子

　　　　　　岩﨑晴男・鈴木光則

スマイルＢＯＸ    葉　章二 委員長

▼永井　啓一さん　塚田さんの卓話、楽しみに

しておりました。宜しくお願いします。

▼潮田　武彦さん　塚田会員の卓話、楽しみに

来ました。本日は宜しくお願いします。

▼塚田　砂与さん　本日は卓話を担当させてい

ただきます。宜しくお願い致します。

▼早瀬　浩一さん　めっきり寒くなってきまし

た。皆様、お体を大切に！

　塚田さん、卓話宜しくお願い致します。

▼新井　和雄さん　塚田会員の卓話、楽しみです。

▼鈴木　光則さん　塚田さんの卓話、楽しみに

していました。

▼関谷　　徹さん　塚田会員の卓話、楽しみです。

▼加藤　昌美さん　塚田会員の卓話、楽しみです。

▼小林　一彦さん　塚田砂与会員の卓話、楽し
みにしています。宜しくお願い致します。

▼神山　芳子さん　砂与ちゃん、今日は宜しく

お願いしますね。

▼中丸　　健さん　塚田さん、宜しくお願いし

ます。

▼岩﨑　晴男さん　塚田会員の卓話を祝して。

▼百目鬼博行さん　塚田さんの卓話を記念して。

▼鈴木　健一さん　塚田会員、卓話楽しみです。

宜しくお願いします。

▼堀江　　勤さん　塚田会員、新入会員卓話宜
しくお願い致します。

免除

0

病欠

1

欠席数

7

出席数

23

会員数

31


