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活動が実を結ぶのであって、一部の方がたくさんの寄付

をして0-ﾀﾘｰ財団の奉仕活動が成り立つというのは理想

的ではない＞という話をされました。

昔に比べてかなり奉仕の内容もレベルアップしてい

ます。以前は、財団に寄付して奉仕する内容は財団が決

定しておりましたが、今は地区やクラブ単位で社会奉

仕、青少年奉仕、国際奉仕の資源として使っております

ので、非常に身近なものになっている感を持ちました。

是非、ロータリー財団寄付にご協力願いたい。昨年度の

実績は、年次寄付が目標@150ドルに対し149.55ド

ル、全体で6，131ドル。恒久寄付は加藤君、宮尾君、

渡邊君3名のご寄付で5,000ドルでした。今年度も地

区からは年次寄付一人150ドル、恒久基金はクラブで

少なくても1名のご寄付をお願いしたい､との目標がた

っております｡そして今年度は全員の寄付参加でお願い

したいと思います。宜しくお願い致します。

今日の例会
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卓話： “私のみた市役所･･教育委員会を中心に”

名古屋市千種区長各務憲一様

◆我らの生業

◆ゲスト紹介 1名

名古屋市千種区長各務憲一様

◆出席報告

会員38 （33）名 出席28名

出席率 84． 85％

前々回7／28（修正出席率） 96．97％

|大谷幹事報告 樫尾会長挨拶’

1）本日例会終了後、理事役員会を開催致します。

理事役員の皆様は3階｢桜の間｣へお集まり下さい。

2）本日配布ご案内：クラブ計画書訂正シール

－

本日は千種区長の各務憲一様、

千種□－タリークラブヘお越し頂

きまして誠にありがとうございま

す。後ほど卓話をお願いしており

ますが宜しくお願い致します。

千種区では認知症に対する取り

組みが名古屋市でも一番進んでお

ります。本日はロータリーの話で

侭
憲
罰◆財団セミナー報告

国際奉仕委員会0－ﾀﾘｰ財団担当 小山雅弘君

識
8月7日名古屋東急ホテルにて

地区ロータリー財団セミナーが

200余名の□－タリアンが参加し

て開催され、当クラブからは樫尾会

長、大谷幹事と私の3名が出席し

ました。

セミナー内容としては

2014～2015年度補助金事業紹

｡コーディネーター講演、財団奨学

は無く、物忘れと認知症のお話しをしたいと思います。

物忘れといわゆる認知症はどう違うのでしょうか､最

近物忘れが多くなってと言う話を良く耳にします。しか

し自然に思い出すのは正常です。昨日の夕食は何を食べ

ましたかと聞かれて、思い出せない時もあります。ヒン

トをもらってステーキを食べた、うな丼を食べたとか思

い出せれば問題はありません。これは年齢的な単なる物

忘れです。いわゆる認知症は食べた内容だけでは無く、

食べたこと全体が記憶に残ってないのです。今言ったこ

とも、今聞いたこともすぐ忘れてしまうので、同じこと

を何回も聞いたりします。うちの嫁は昼ご飯を食べさせ
てくれないと言います。おばあさん昼私が作ったそう

麺食べてたでしよ、人聞き悪いことを言わないでよ、と

けんかになったりします。悪気があるわけでも無く食べ
たことそのものを忘れてしまっているというか、記憶に

残ってないのです。財布をどこかに置き忘れたり、隠し

灘

睡富(､麟謹

介ビデオ、 ﾛｰﾀﾘｰ財団コーディネーター講演、財団奨学

生挨拶、補助金プロジェクト事例発表の他、分科会等、

充実した内容でした。

財団地域コーディネーターの講演では、＜ﾛｰﾀﾘｰ財団の

活動は車の両輪である。奉仕をする内容と奉仕に必要な

財源の確保>2760地区は第2ゾーンでNo.1であり日

本の中を見ても1，2を争う奉仕活動の内容と寄付金の

額だそうです。＜財団寄付は全員参加してはじめて奉仕
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基本的には現場の校長先生が教育委員会に異動してき

て数年指導主事を勤め、また現場の校長先生に戻るとい

う流れです。指導主事の職務としては、日々の学校現場

の指導のほか､議会の答弁書の作成や予算要求事務など

行政の仕事もあり、それまで経験のないことばかりで本

当に大変そうでした。 「早く、学校現場に戻りたい」と

いうのが指導主事さんたちの口癖でした。

また、教員の世界は、私たち行政職のドライな関係と

違い、とても人間関係が密接な世界だと感じました。そ

れは、ひとつには教育大学の時代から常に一緒に生活し

てきたというところに起因しているのかも知れません。

教員の世界では、 「国語」 「理科」といった教科ごと
にグループが形成されます。さらに、教員になった年度

の同期生ごとにグループが形成されます｡これを｢年次」

と呼びます。たとえば、昭和53年度に教員になった先

生たちは「53」という年次グループになります。

このように、教員は、縦は「教科」、横は「年次」の

グループに属することとなります｡教育委員会の指導主

事は、教科と年次がバランスよく配置されています。
この指導主事や学校現場の教員は､朝早くから夜遅く

まで献身的に仕事をこなし､事件事故があれば迅速かつ

組織的に対応しています。

私は、機会あることに、こうした教員の努力が名古屋

の教育を支えているということを今後も市民の皆さん
に伝えていきたいと思っています。

込んだりしますが全く記憶に無いのです。それで泥棒が

入ったとか、身近で世話をしている嫁が隠した、盗んだ

ということにしてしまいます。

昔はぼけとか痴呆とかと言われていました。これは差
別用語ということで見直しがされました。記憶障害、認

知障害なども候補に挙がりましたが障害は良くないと

言うことで単なる認知症になりました。今ではすっかり

市民権を得たようです。

認知症の原因で良く知られているのがアルツハイマ

ー病。これは記憶に閏係する脳の－部、海馬の神経に変

性が起こり、記憶そのものが出来なくなっていきます。

体験の保存（記憶）がされないためその人にとってはそ

の体験が存在しないことになっています。単なる物忘れ

の場合は、記憶はされているので、ヒントで思い出すこ

とが出来るのです。

血管性認知症と言われる物もあります｡脳梗塞や脳出

血のため脳の神経細胞やネットワークが障害され記憶

の異常が起こります。この場合は言語や運動の異常も伴

うことがあります。また特殊な認知症で、レビー小体型
認知症があり実際にはないものが見えるという、幻視を

伴うものもあります。

超高齢社会になって認知症は増加しています。2025

年には65才以上の5人に1人､約700万人が認知症
になると推定されています。本人は気付きません。周囲

がおかしいなと思ったら早めにかかりつけ医､専門医に

相談し対応することが大切です｡千種区では名古屋市の

中でもモデル地区として認知症に取り組んでいます。医
師だけでは無く保健師、介護関係者、民生委員さんなど
区役所も中心となって認知症の予防、また認知症になっ
ても皆で支えて安心して暮らせるような街づくりに取

り組んでいただいています。

認知症にならないよう、認知症になりかけたら早く対

応するようにしたいものです。
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◆8月理事役員会議事録 (8月18日）

審議報告事項

1)WFF会場内展示「クラブ活動PRパネル」の件

今期は、国際奉仕委員会のキャンヘルプタイランド
活動PRパネル作成する 承認

2）ロータリー希望の風奨学金支援協力について

昨年同様@1,000円×会員38名 38,000円

二コボックスより支出 承認

3）職業奉仕委員会
9月1日職場例会について 8／4ご案内済

講演陽子線治療センター運営企画室長

門谷章伸（もんたにあきのぷ）氏

施設見学 ＊14時終了予定

食事 サガミ志賀公園店11 ;50～12:30

集合 11 ：45サガミ志賀公園店

現状報告：当日出席者 15名

少なくても20名は参加願いたい。25日最終〆切

4）社会奉仕委員会地区補助金事業について

g月27日（日）東山植物園 8／25案内予定

東山植物園で環境教育映像製作
9時半集合13時解散予定

風散布種子の繁殖戦略について学ぶ映像を製作

□－タリアン関係15名

桜花学園IACメンバー15名を予定

5）指名委員会について

10月13日例会後閏催委員各位8/25案内予定

卓話“私のみた市役所…教育委員会を中心に”
千種区長各務憲一様

私は昭和53年に市役所に採用

され、以来38年間勤務し、今年度

が最終年度となりました｡この間に、

私が経験した名古屋市役所を皆さ

んに紹介したいと思います。

採用以来､税金の仕事に携わって

いましたが､係長昇任は消防局の外

郭団体でした。私にとっては全く未知の世界で不安でし

たが､過ごしてみると消防の世界はとても住みよい世界

でした。消防吏員の人たちは後で述べる教員の世界とよ
く似たところがあって人情が深く、－度関わるといつま

でも仲間として接していただきました。消防局の後は、

教育委員会に異動しました。

市博物館庶務係長を皮切りに、スポーツ施設や科学館
など、幅広く教育委員会の各部雪を経験させていただき
ました。その中で一番苦労もし、思い出深いのは学校教

育部の学校保健係長と指導室事務係長です。

学校教育部には、指導主事（管理主事）といわれる教
員がいて､学校現場を指導しています｡その指導主事は、 *ニコボ､ソケスIさ次回掲載させて頂ききす

平成27年9月 1日（火） 名古屋市陽子線治療センター
目哉血易イ列奎菫

次回例会


