
・点　鐘　安藤会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　大野  康会員�

【会長報告】

　１０／４親睦活動委員会による親睦ゴルフ大

会はお天気にも恵まれ、大勢の皆様にご出席

頂いた中で実施する事が出来ました。本当に

有難うございました。私は夜の部だけの出席

でしたが和やかな懇親会でした。

　突然ですが、ガバナーエレクトから私宛に

連絡が入り、紫雲閣（東松山）に継続的に設置

されていたガバナー事務所は中井法律事務所

（所沢）に移転との事です。ご承知おき下さい。

　１０／３、ＩＭ実行委員会に馬場実行委員と

出席。新世代中心の発表となる予定で、ご協

力をお願いする事になると思います。次回は

１２／６。よろしくお願い申し上げます。

【幹事報告】

・週報：所沢、所沢東ＲＣより

【委員会報告】なし

【出席報告】無断欠席なし　　  川口出席委員

【Ｍ　　Ｕ】

１０／２（日高）和泉君

１０／９（日高）前島君

【結婚・誕生日祝】　　　  大崎親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう�
　大河原君、神田（敬）君、前島君
◇結婚記念日おめでとう�
　神田（敬）君、山岸君、小谷野君、吉澤君
　大附君、馬場君、平沼君、神田（康）君
　山川君、半田君、間邉君
◇会員誕生日おめでとう�
　２藤原君、２１中里（忠）君、２３市川（昭）君
　２６塩野君
◇夫人誕生日おめでとう�
　３塩野夫人、６大木夫人、７島田夫人
　１５大河原夫人、２６間邉夫人、２７雨間夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・大野さん卓話よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　  土屋（良）君、土屋（崇）君�

・４～８日、丸広で開催しました絵画展「清水保夫の世界」に大勢

　の会員の皆様にかけつけて頂きお蔭様で約１２００名の方に見て

　頂きました。大変有難うございました。吉田（健）君、和泉君�

・鍛錬の結果、親睦ゴルフ、優勝することが出

　来ました。有難うございました。　  中山君�

・結婚記念、有難うございます。    神田（康）君

　　大附君、半田君、山川君、小谷野君、山岸君

　　間邉君、馬場君、吉澤君�

・入会記念、有難うございます。大河原君、前島君�

・８月２５日、７６才になりました。　吉田（健）君�

・誕生日祝、有難うございます。　　  塩野君�

・妻の誕生日祝、有難うございます。  大木君

　　大河原君、島田君、雨間君、間邉君、塩野君�

・早退　　　　　　　　　　　　　　半田君�

本日計８１，０００円、累計額３８９，６１０円。

◎１７日例会当番は大附会員、大河原会員です。

�
【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　大木職業奉仕委員長
　当委員会のエース。Ｓ３６年３月、原市場生まれ。
東北大学、東北大学大学院卒、医学博士。Ｈ５年
６月、原市場で開業。多分野で活躍中。現在、入間
郡歯科医師会地域保健委員長、原市場小学校
ＰＴＡ会長、原市場地区社協副会長、飯能市地域
包括支援センター運営委員会会長、はんのう
ふくしの森プラン推進市民会議準備メンバー。

『飯能ペン』２０号は森天飛さん等がカットを

描かれ、森和夫先生へのはなむけとされてい

ます。私も“原市場の森”について書き、香織

先生にカットを描いて頂きました。

“森”と言うと植物や動物、天気、四季折々のい

ろんな存在がイメージされます。そして、「○○

のための福祉」ではなく、全ての人が「ふだん

のくらしのしあわせ」を実現出来るよう考え

て行く。それが、ひらがなの“ふくし”です。

　地域では年齢構成の変化がかなり早く進ん

でおり、予測より１０年早く認知症の高齢者が

３００万人を突破てしまった。児童数は減って

いる。２０年先の我々を誰が支えてくれるのか。

危機感を持っています。結論から言うと「子ど

も達を何とかしなければ」。地域の皆で支え合

うしくみ作りが求められていると思います。

　はんのうふくしの森プラン。全ての人が幸せ

になるには自分のエゴだけではダメでお互い

に知恵を絞らなければなりません。「市民」「市」

「社協」が対等に協働する“三角”で進めます。「市」

もタテ割りではなく中から変わらなければい

けない。「市民」も「～を造って」等おねだり的

なところではなく、「自分達も皆で汗を流して

いるのだから行政も」というスタンスで。それ

ぞれの立場で「自分は何が出来るか」を行動に

移す事が大事かと思います。

　予算立ても必要。「原市場福祉センター」と

いう拠点が整備されたからこそ「原市場地区

社協」の活動が出来、「保健センター」があるか

ら「なぐり広場」の活動がある。吾野、加治東も

同様。ただ、単なる予算付き行政計画ではなく、

「自分達の地域は自分達で何とかしよう」とい

う決意表明から行われるものと思っています。

　１次プランはＨ２１年６月に策定、Ｈ２１～２５

年度の５か年で実施。反省点は、お年寄り偏重

で子どもや学校との関わりが薄かった点。また、

民間組織、企業の参加、視点も不足していた。

現在、２次プランを策定中です。

　１次策定の意見交換の中で、森には５つの“実”

（基本目標）が実るとしました。

１． 知：お互いを知り合う・分かり合う機会

２． 交：暮らし易い移動・交通のしくみ

３． 支：地区ごとの支え

　　　　合いのしくみ

４． 安：安心して暮らせ

　　　　るしくみ

５． 協：協働のしくみ�

　１．あいさつ運動、等。

２．助け合いの相互移送

サービスの充実という事

で吾野では無償サービス

が開始、名栗では有償サービスが数年前から

始まっています。国際興業バスの問題も採り

上げられた。３．原市場は前から出来ていたが新

たに加治東、吾野、名栗地区に地域ふくし推進

組織が出来た。大きな成果の１つ。精明、双柳、

まちなかも、若者を取り込むような、まちを支

えるしくみを今のうちに形としてつくってお

いた方が良いと思います。４．高橋会員のご尽

力で「市民後見人」を推進させる市に飯能市が

選ばれ、去年から制度がスタートしました。５．

自主防災会等の取り組みを強化していきたい。

“地域医療”では、国は入院患者をどんどん在

宅で支えるように進めており、「地域包括ケア」

のしくみづくりが求められています。“地域保健”、

公衆衛生は以前「ヘルスプロモーション（健康づ

くり）」をかけ声にしていましたが、今は「ソー

シャルキャピタル（社会資本／資源）」昔からの

地域の信頼関係、近所付き合いを大事にして

健康を守る方向にシフト。保健師をいくら養

成しても間に合わないので、易しいところは

住民同士で支え合うしくみをつくろうという

事です。医療も保健も福祉も言っている事は

同じ、“隣近所で支えましょう”。私は高齢者

虐待の防止ネットワークにも加わっていますが、

今、複雑な虐待事例が増えていて、弁護士、警察、

消防等のプロが入って何か月もかけて解決す

る事例もあります。プロをいくら養成しても

認知症の高齢者は増え続ける。この先、社会

がもたないのではないかと思っています。

　職業奉仕の実践に“地域ふくし”の視点を取

り入れてもらうだけで、つながり合う社会づ

くりの要にロータリアンがなっていくのでは、

なって頂かないと困ると思っています。「職業

奉仕はロータリーの金看板である」と大木委

員長が書かれましたが、この言葉が文字通り

社会の中で光り輝く時が目の前に来ています。

これからの日本を救う存在になるのはたぶん

職業奉仕的な考え方ではないかと思います。

　子どもの頃から私は衛星写真等で原市場が

すぐに分かりました。“原市場の森”は入間川

と妻沢川に削られ柄杓のようになって宿に半

島のように突き出しています。以前は鬱蒼と

していましたが、市に掛け合い県が伐採に入

って明るくなりました。子ども達と整備を進

めています。「地域福祉推進フォーラム」で私

は“地域で子ども達を育てる”ではなく、“地域

を子ども達で育てる”ではないかと気づきま

した。皆様の力をお借りして、何とか飯能を

元気にしていければと思っております。
※次週の例会案内は省略。
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社会の中で光り輝く時が目の前に来ています。

これからの日本を救う存在になるのはたぶん

職業奉仕的な考え方ではないかと思います。

　子どもの頃から私は衛星写真等で原市場が

すぐに分かりました。“原市場の森”は入間川

と妻沢川に削られ柄杓のようになって宿に半

島のように突き出しています。以前は鬱蒼と

していましたが、市に掛け合い県が伐採に入

って明るくなりました。子ども達と整備を進

めています。「地域福祉推進フォーラム」で私

は“地域で子ども達を育てる”ではなく、“地域

を子ども達で育てる”ではないかと気づきま

した。皆様の力をお借りして、何とか飯能を

元気にしていければと思っております。
※次週の例会案内は省略。

大 野  康 会員

当 番 中山君、大木君

“ 奉仕を通じて平和を ”

職業奉仕月間・米山月間

重 点 課 題 は 奉 仕 の 追 求

安 藤 泰 雄 島 田 秀 和

例会場：マロウドイン飯能

晴

鈴 木 秀 憲

田 中 作 次

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

飯能ＲＣ

はんのうふくしの森プランについて


