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【2021-22 年度 地区方針】“クラブ基盤のさらなる充実強化”〜会員の増強こそが最大のサービス（奉仕）〜
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2021～2022
第 2343 回例会
2022 年 3 月 29 日

貝田 充会長
渡邉 新治会場監督
ロータリーソング
「それでこそロータリー」
クラブソング 「拓け未来へ 拡げる友の輪」
お客様紹介 栗原 茂昭親睦活動委員
・渡辺 典子様 NPO 法人マイ WAY
若年性認知症支援コーディネーター

今後のプログラム予定

4 月 12 日

4 月 19 日

出 席 報

告

プログラム名
卓話 新極真会東京城南
川崎支部
入来 建武様
卓話 富士通テクノロジー
ホールオンライン見学会
富士通川崎工場
高瀬館長
廣山 宗一副出席委員長

会員数 出席数 欠席数 出席率
43 名

37 名

6名
対象外

92.50％

前々回訂正出席率
欠8名

対象外

URL:https://www.kawanakarc.com
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開会点鐘
司 会
合 唱

4月

例会日 毎週火曜日 12 時 30 分点鐘
例会場 川崎市中原区小杉町 3-10
ホテル精養軒
TEL(044)711-8855
事務所 川崎市中原区小杉町 3-428
山協ビル 402 号 TEL(044)7224331 FAX(044)722-6334
E-mail：k-naka@galaxy.ocn.ne.jp

MU0 名
89.74％

【本日の欠席者】
鹿島 義久会員

（0）

三木 治一会員
上原 伸一会員

金子 利昭会員
朝倉 和信会員

長谷川俊雄会員

ニコニココーナー大友 徹副会場監督
貝田 充会長：特定非営利活動法人マイ WAY 渡辺
典子様、本日は大変興味深いお話をあり
がとうございます。ただかなり聞くのが怖
いです・・・。
原 敏之幹事：渡辺様本日はよろしくお願い致しま
す。卓話楽しみです。
川口 禮敬会員：渡辺典子さん卓話ありがとうござい
ます。大変興味あるタイトルですね。拝聴
させて頂きます。
島 利夫会員：ウクライナの戦争が一日も早く終わっ
てほしいものです。
内藤 幸彦会員：年齢相応の物忘れが続いておりま
す。今日は例会後に 50 周年実行委員会
があります。第 6 回になると思いますが少
しずつ前進したいと思います。名刺をお渡
しします。ご参加よろしくお願い致します。
小林 敏伸会員：メークアップではありません。よろし
くお願い致します。
稲富 正行会員：マイ WAY 渡辺典子様本日はご参加
頂きありがとうございます。卓話楽しみに
しています。

細山 勝三郎会員：渡辺典子様、本日の卓話興味深
いです。よろしくお願い致します。
渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよ
ろしくお願い致します。
合計
累計

２．

３．

４．

280 件

10,000 円
373,000 円

卓

4/26 休会
2022/4〜6 月分の年会費 75,000 円は
（内訳：年会費 75,000 円）は、4/1（金）に
引落しされます。現金払いの方は 4 月の
例会時にお願い致します。

話

「若年性認知症について」

ＮＰＯ法人マイＷＡＹ（若年性認知症サポート
デスク）
若年性認知症ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 渡辺 典子 様
中原区役所地域振興課より令和 4 年度
多摩川美化活動の日程についてご案内
が届いております。日 時：6 月 5 日（日）
9：00〜2 時間程度集合場所：丸子橋第一
広場内 容：清掃活動
地区より第 9 回全国 IA（インターアクト）研
究会のご案内が届いております。日 時：
4 月 24 日（日） 14：00〜16：30 開催形式：
オンライン（ZOOM）詳細は回覧致します。
ウクライナへの人道的救援活動支援は、
以下のとおり寄付致しました。ご協力あり
がとうございました。
合計：108,000 円（内訳：国際奉仕委員会
5 万円＋募金箱＋事務局）
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
より、ハイライトよねやま 264 が届いてお 紹介者 稲富 正行プログラム委員長
ります。回覧いたします。
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幹 事 報

告

貝田 充会長

告

原 敏之幹事

１．
例会変更
川崎百合丘 3 月 29 日（火）
例会中止
川崎麻生
夜間移動例会「お花見例会」
→通常例会へ変更 ホテルモリノ
点鐘 12：30
２．
例会場・事務局の変更
横浜鶴見北 新例会場 新横浜グレイスホテ
ル（3/31（木）〜）
新横浜
新例会場 新横浜グレイスホテ
ル（4/1（金）〜）
新事務局 横浜市港北区新横
浜 2－14－8 オフィス新横浜
708 電話：045-471-2812 FAX：
045-345-3164
３．
次週 4/5 は例会終了後、理事役員会を
開催いたします。関係各位のご出席を
お願い致します。
４．
＜4 月の予定＞
4/5
通常例会後、理事役員会
4/12 通常例会
4/19 通常例会

＜略歴＞
渡辺 典子様（ＮＰＯ法人マイＷａｙ／若年性
認知症サポートデスク）
高齢者介護の現場にてケアマネジャー等を経
て、2013 年から川崎市で若年性認知症のご本人
とともに『はたらく場マイ Way』（障害福祉サー
ビス）を立ち上げ、活動している。
2020 年からは川崎市から委託を受け、若年性認
知症支援コーディネーターとしても活動を開
始。現在は、診断前後の初期の方を中心に本人
や家族からの相談にものっている

＜講義概略＞
「人生 100 年時代」と言われる時代になり、超
高齢社会に向かう日本においては、65 歳以上の
働く人が年々増加しており、治療を受けながら
働き続けることを希望する人が今後も増えるこ
とが見込まれます。それは認知症を発症した方
にも同じことが考えられます。
認知症は一般的には高齢者に多い病気ですが、
65 歳未満で発症した場合には「若年性認知症」
と呼ばれます。若年性認知症の人の平均発症年
齢は約 51 歳の働き盛りであり、社会でも家庭
でも中心的役割を担っています。本人やその家
族にとって経済的な問題は大きく、将来的な不
安を抱えており、就労継続や社会参加を含め
様々な分野にわたる支援が必要となります。就
労中に発症した場合、そのまま就労を継続する
ことが望ましいとされますが、そのためには本
人の努力とともに、職場内の理解と協力が不可
欠です。「若年性認知症」の特徴をはじめ、本
人の状況、変調に気づかれた職場の方が雇用期
間内にできること、活用できる制度やサービス
など具体例を述べながらお伝えします。

（中略）

（中略）

