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≪司 会≫

≪合 唱≫

≪ BGM》

≪ゲス ト≫

≪ビジター≫

≪本日のお祝い》

お誕生 日

該当者なし。

≪会長挨拶要旨≫

高田雅司 君

「静岡東ロータリー」

「ロータリーつて何だろう」

なし

渡退妙子 君 (三島 RC)

早いもので今年最後の例会です。すでに年末家族会を

済ませたので、今 日は何を話そ うか迷つてしまいます。
「看々臓月尽」とい う言葉があります。「人生はあ

つとい う間に終わってしまいますよ。命の尽きるとき

をしっかり見つめなさい」と、日々を無駄に過ごすこ

とを戒める禅の言葉だそ うです。私は、三年前、還暦

のとき、私を祝ってくれた人たちに、この言葉をカー

ドに添えて贈 りました。
「脱」の字には 「つなぐ」「合わせる」の意味があ

ります。ですからこの言葉は、本来は、過去を振 り返

り良い形で未来へつなぐとい う大きな意味を持つ言

葉です。私は、十干十二支が一回 りして還暦を迎え

さて次の 60年 (?)を どう生きるかとい う意味で使わ

せていただきました。 しかし「脱月」は陰暦の 12月

を指す言葉でもありますので、今年を振 り返 り良い形
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で来年へつなぐというように、もう少し身近な使い方

もできます。

皆さんにとって今年は如何でしたでしょうか。来年

をもつと良い年にしたい、そんな想いを込めて「看々

脱月尽」、皆さんにこの言葉を贈 り、年末の挨拶とさ

せていただきます。

≪会員卓話≫

「ALSOKほ っとライフ講座」
多賀 洋 君
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グループは、警備会社として安心 。安全な地域

社会づくりに寄与するため、様々な社会貢献活動を精

力的に行ってお ります。その代表 として挙げられるの

が、小学校を対象に行っている出前授業 「ALSOKあ ん

しん教室」です。2004年 に活動を開始して以降、これ

までに延べ 96万人以上の児童が受講 し(2013年 6月 末

現在)朝 日新問社が主催する「朝 日企業市民賞」を受賞

するなど、各方面から高い評価をいただいています。

昨今の日本では、高齢者を狙つた卑劣な犯罪の流行

や、救急出動件数の増加等に伴 う救急車の遅延など

高齢者の暮 らしに様々な不安が伴 うようになってきて

います。このような背景を受け、高齢者支援サービス

や介護事業を手がける企業 として、これまでに培つて

きたノウハウを活かし、高齢者の安心 。安全な暮 らし

に貢献できる新たな訪問講座プログラムを展開するこ

とといたしました。 これが、

ほつとライフ講座」です。
「ALSOKほ っとライフ講座」

本 日ご紹介する「ALSOK

結婚記念 日

該当者なし。

で防犯に関する知識を学習する

使い方や心肺蘇生法を実践する

には、クイズやかるた

「防犯講座」、AEDの
「救急救命体験講座」



などのプログラムが用意されています。
「防犯講座」は、警視庁生活安全総務課の助言を受け

ながら制作した、振 り込め詐欺、ひつたくり、侵入窃

盗等、高齢者を標的とした犯罪の傾向と対策について

学んでいただく講座です。講座の中で実施する「3択

形式のクイズの解答を参加者全員で考える」「カルタ取

りで多くの札の中からひとつの札を探 し出す」などの

行為は、認知症予防のレクリエーションとしてもご活

用いただけます。また、カルタは、小学校や保育施設

などにおいて高齢者 と子 ども達がいっしょに遊ぶ、世

代間交流ツールとしてもご利用できます。

それでは、「防犯講座」のクイズの中からいくつかご

紹介 しますので、皆さんでご一緒に考えて見ましょう。
「住宅侵入窃盗」編

Q侵入窃盗犯で最も多い手口は ?

A鍵のかかっていない窓・扉から侵入

Q泥棒が犯行をあきらめた理由は ?

A近所の日(ご近所つきあいが大事)

「ひつたくり」編

Q最 も引つたくりの多い時間帯

A夜の 20時から22時

Qひつたくりで気をつける点は

Aバ ッグは歩道側に持つ

携帯を見ながら夜道を歩かない

ガー ドレール内の歩道を歩く

「振 り込め詐欺」編

Q虚言の理由で多いものは ?

A会社のカバンをなくした

Q被害を受ける最も多い年代は ?

A70歳代

Q24年 中に発生した 1件あた りの平均被害額は ?

A300万 円弱

次に 「救急救命体験講座」をご紹介 します。この講

座は、万が一、パー トナーやご家族の方が倒れた場合

の対処法として、「AEDの 使い方」や 「′さ肺蘇生法」

などを学ぶ講座です。専用の訓練用教材を用いて心肺

蘇生法の練習を行 うほか、AEDの 実機を体験 してい

ただきます。

ほつとライフ講座は 5～ 30人が揃えば、ご希望があ

る介護施設等に出張訪問いたします。

≪第 291回 くらく会報告≫

平成 25年 12月 20日 (金)於  松坂屋梅の花

出席 6名投句 2名

兼題 「雑炊」「冬将軍」他当季雑詠

第 1席 雑炊が仮設暮 らしに絆生む 小山宏之

第 2席 内戦でシリア難民冬将軍  竹内弘毅

他 5名 6句

≪スマイル報告≫

望月 康弘君   年末家族会でなんとディズニーのペア
パスポート券をいただきました その上さ

らに家内がアソシアのペアディナー券ま

で頂いてしまいました。有難うございま

す。昨日孫たちがやってきて大喜びでし

た

松下 陸朗君   先週は家族会に参加して楽しいひと

時を過ごさせていただき有難 うござい

ました。希望に満ちた新しい年を迎え

たいと願つています。

新聞 桂子 君   結婚記念日のお花有難 うございまし

た。真っ赤なシクラメンが華やかです。

また今朝ほど大角さんのカレンダー

が届きました。ありがとうございます。

来年はワール ドカップですオ、

伊藤洋一郎君   年末家族会ですてきな松坂屋さんの

マフラーをいただきました。さつそく

愛用しています。

司馬 速 君    先日の年末家族会では親睦の方々ご

苦労さまでした。周りの方々のご親切で

楽しい一日を過ごせました。有難うござ

いました。

杉本 幸子君   親睦委員のみなさま、先週のクリス

マス例会では大変お世話になりまし

た、楽しいひとときを過ごさせていた

だいたことに感謝 してスマイル しま

九

浅野 裕史 君   年末家族会を妻と共に楽しませて頂

きました。ありがとうございました。

小山 宏之君   先週のクリスマス家族会では、見苦

しいサンタクロースをお見せしてすみ

ませんでした。お子様がたへのお詫び

も込めてスマイルします |

中門鳥達郎 君   一年間大変楽しく過ごさせて頂きま

した感謝の気持ちでスマイルします !

高柳 正雄 君   やっと半年が過ぎました。上半期のご

支援ありがとうございました。下半期も

よろしくお願い申し上げます。皆さま

良いお年をお迎え下さい。

戸塚 敦雄君    1月 9日 の例会は出張の為欠席させ

ていただきます。情報委員会のお役目

をまたしても佐野会員にお願い致しま

した。感謝してスマイル致します。

相原 雄治 君   先週の年末家族会では、多くの皆様に

ご協力を頂きありがとうございました。

無事終了し、ホッとしていますも皆様の

場 力とご理解、そして、親睦委員メン

バーに感謝してスマイルします。

森下登志美君   非常に残念ですが、本日をもつて退

会させていただくことになりました。
これまでのご厚誼、誠にありがとうご

ざいました。

≪出席報告≫

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
12/26 57(56)

12/19 57(55)

12/12 57(56) 6 89 28%

12/5 57(54) 9 7 96 30%


