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本日の出席率８８.４.％：会員数４７名・出席３４名・欠席５名・出席規定免除会員（８）４名・ビジター４名

前々回の修正出席率８２.２２％：出席２９名・メークアップ２名・出席規定免除会員出席６名

　本日は 「認知症サポーター養成

講座」 をメインで例会を進めさせ

て頂きます。 「認知症を正しく理解

し、 自分のできる範囲のボランティ

ア活動として認知症の人やその家

族を応援する」 趣旨であります。

　佐世保中央病院 認知症疾患医

療センターの皆様のご協力を頂い

て勉強をさせて頂く訳ですが、 平均年齢 63 歳の我クラブ会員

が認知症疾患の到来期である事を自覚すると共に、 ロータリー

の精神 「超我の奉仕」 の一環として社会に役立つ自分を創って

いきたいものです。

　本日の事業を企画して頂きました職業奉仕委員会野村和義委

員長はじめ講師をお願いするにあたり浅野訓一会員はじめ委員

会の皆様には大変お世話になりました。 心より感謝いたします。

最後になりましたが、 クラブ会員以外にご出席頂きました皆様の

ご協力に心よりお礼を申し上げ会長挨拶といたします。
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北松浦ロータリークラブ　　　 湊 浩二郎様　

佐世保北ロータリークラブ　　峯 徳秀様　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 中川 信次様　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 渡会 祐二様

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　 川﨑　伸一 様

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 

１．例会変更　
　　＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　　日時　２月１３日 （火） １２：３０～

　　　　場所　ハウステンボス 「トロティネ」　

　　　　　　　　　　　　※会場使用不可日のため

　　　　日時　２月２７日 （火） １８：３０～

　　　　場所　吉翠亭　　※夫人同伴夜例会のため

２．来　　信
　　■国際ロータリー
　　　　 ・ ザ ・ ロータリアン１月号送付

　　■ガバナー事務所
　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　①2017-2018 年度 YEP 留学生レポート：

　　　　　　　スポンサークラブ ： 佐世保南ＲＣ

　　②元気な笑顔、 96 歳年男　宮島傳兵衞 PDG 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宮島醤油元社長）

　　■佐世保ロータリークラブ
　     　 ・ 次年度の市内 8RC 会長幹事会のご案内　

　　　　　　日時　３月１４日 （水） １８時３０分～

　　　　　　場所　馨　　　天満町２－２９

　　■佐世保北ロータリークラブ
　     　 ・ 事務局 ・ 例会場 移転のお知らせ

　　　　　　　事務局移転先： 京坪町 2-3　N ビル ３階

　　　　　　　例会場移転先：セントラルホテル佐世保

　 　■陸上自衛隊相浦駐屯地司令　中澤剛様
　     　 ・ 会長宛　西部方面混成団感謝の夕べご案内

３．依頼・伝達
　　　　 ・ 今日は、 職業奉仕委員会によります認知サポーター例

　　　　　会です。 会員以外の皆様と一緒に学んで下さい。 講師

　　　　　佐世保中央病院　認知症疾患医療センター　副主任　

　　　　　精神保健福祉士 日和田正俊様 お願い致します。

　　　　 ・２月２日 （金） は、 市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会の協議幹

　　　　　事会です。

　　　　 ・２月８日は延寿会です。 賀寿をお迎えになられる方々を

　　　　　皆様で御祝します。 皆さんふるってご参加ください。

中央会 本田 実君
　１月２１日、 武雄 ・ 嬉野カントリークラブにて晴天のもと事故も

無く無事終了いたしました。
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本日の合計　　　　     12,000 円

本年度の累計　　　  640,018 円
佐世保北ロータリークラブ　峯 徳秀様　渡会 祐二様

本日は佐世保中央ロータリークラブ様より 「認知症サポーター

養成講座」 のご案内をいただきましてありがとうございます。

これからの社会に避けて通れない問題であり、 当クラブも高

齢化が進み予備軍？となる方もおられるかもしれないので、

しっかりと学ばせていただこうと思いやって参りました。 どうぞ

よろしくお願いいたします。

佐世保北ロータリークラブ　中川 信次様
佐世保北ロータリークラブから参りました、 中川です。 本日は

「認知症サポーター養成講座」 のご案内をいただきありがとう

ございます。 どうぞよろしくお願いいたします。

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　川﨑 伸一様
久しぶりに訪問させていただきました。 よろしくお願いいたし

ます。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
本日は、 北松浦ロータリークラブ 湊 浩二郎様、

佐世保北ロータリークラブ　峯 徳秀様、 渡会 祐二様、

中川 信次様、 ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　

川﨑伸一様　ご来訪ありがとうございます。

また、 本日は 佐世保中央病院 認知症疾患医療センター 副

主任　精神保健福祉　日和田 正俊様、 また社会医療法人

財団 白十字会 経営戦略本部 ケア技術向上推進室　中村

洋子様による認知症サポーター養成講座となっております。

どうぞよろしくお願いいたします。

野村 和義君
本日はたくさんの皆様方に受講して頂き心より感謝申し上げ

ます。 又、 北クラブからわざわざお越し頂きまして誠にありが

とうございます。 ３０名も来られたらどうしようと思っておりまし

たが３名のご来訪という事で安心致しました。 最後までの受

講よろしくお願いいたします。

馬場 貴博君
一昨日、 熊本の立野に震災後の復旧関係で現場に行って

来ました。 改めて被害の大きさに涙が止まりませんでした。

来週は福岡の朝倉に現場の下見で行って来ます。 どちらも

忘れてはいけない災害だと思います。

宮﨑 宗長君
先日開催されました 「中央会」 の新年会へ参加させて

いただきました。 昼間にはお話しにくいのですが、 夜の

二次会も盛り上がり、 楽しかった思い出多い一晩でした。

先輩の皆様の “武勇伝” も数多く聞かせていただき、 改め

まして、 皆さまの 「すごさ」 に驚かされました。 先輩方々とも

さらに距離を縮めることが出来たと感謝しているところです。

大変お世話になりました。今後ともよろしくお願いいたします。

【認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ ｵﾚﾝｼﾞﾘﾝｸﾞ】 

来たる 2025 年、 3 人に 1 人が発症、 または予備軍に入ると言

われている認知症。 それに伴い、 様々なメディアで 「超高齢社

会」 ではなく 「認知症社会」 という言葉が使われるようになりまし

た。

しかし 「認知症」 という病気を正しく理解している方はまだまだ

少ないのが現状です。 “徘徊” や “妄想” といった言葉が先行

し 「認知症は癌よりもなりたくない病気」 として認識されています。

今回の認知症サポーター養成講座は、 認知症に対する正しい

知識と理解を持ち、 地域で認知症の人やその家族に対して、

できる範囲で手助けすることができる 「認知症サポーター」 を全

国で養成し、 認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進する

一環として厚生労働省が進めている事業の１つです。

認知症になっても安心できる街づくりの先駆けとして、 この講座

で認知症という病気を正しく知っていただけると幸いです 。

【本日のまとめ】

・ 認知症＝病気ということを理解する

・ 当事者は常に不安と孤独の世界。 当事者の気持ちを理解しよ

　うと思う気持ちこそが偏見を無くす

・ 家族のケアも忘れずに！介護はトムとジェリー

・ まずは自分自身の生活を見直す。 セルフマネジメント！！

・ 認知症サポーターとして、 まずは自分にできることから取り組ん

　でいく

佐世保中央病院　
認知症疾患医療センター　
副主任　精神保健福祉士　
日和田 正俊様
　

【認知症サポーター養成講座】

ＳＡＡ：崎山信幸君

次回例会／２月１日１２：３０～
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