
1.美濃加茂RC創立55周年記念式典・親睦ゴルフコ
ンペについて、出欠の回覧をさせていただきま
す。

2.地区大会大昼食会中止と持ち帰り弁当について
3.回覧：ハイライトよねやま

※例会変更 短縮例会(12：30～13：15)

【ソング】「我らの生業」

【会長挨拶・報告】

【コラム】中村正人 君

【幹事報告】

【出席報告】

【ニコニコＢＯＸ報告】

【委員会報告】

【行事】国際奉仕委員会担当例会

～花蓮RCとの国際交流のあゆみ～

皆さんこんにちは。
先日9月11日に開催されました小林さんの「旭日
双光章受章祝賀会」が大成功に終える事ができ、
発起人の一人としてホッとしています。
PETSで高橋ガバナーから会長の挨拶にはロータリ
ーの事も入れるようにと言われた事がありました。
今日はロータリーの基本理念の一つである「四つ
のテスト」の解釈を私なりに調べた研究発表をさ
せて頂きます。
1932年（27年後）90年前、シカゴ・クラブの会員
であったハーバート・テーラー氏が、倒産の危機
に瀕していた調理器具メーカー「クラブ・アルミ
ニウム社」を再建させ、250人の従業員救うため
に「四つのテスト」を作ったそうです。100語か
らなる文章をしたためましたが、これは長すぎる
と判断しました。そこでさらに推敲（すいこう）
を重ね、それを７つの項目にまとめたのです。四
つのテストは当初は、七つのテストだったのです。
しかし、これでも長いと考えた彼は、それを自問
形式の4項目にまとめ上げ、それが今日の四つの
テストとなりました。
四つのテストはあくまでも商取引にのみ適応する
ように作られた基準であると。
真実かどうか「事実かどうか」、みんなに公平か
「すべての取引先に対して公正か」、好意と友情
を深めるか「信用を高め、取引先をふやすか」
みんなのためになるかどうか「すべての取引先に
利益をもたらすか」と言う事でした。
本日の新入会員卓話三人目は「和田邦孝」君です。
楽しみにしています。

※例会変更 短縮例会(12：30～13：15)

【ソング】「四つのテスト」

【コラム】柴田耕司 君

【9月友の紹介】阿部康之 君

【行事】新入会員卓話(プログラム委員会担当)

和田邦孝 君

※例会変更 海女小屋はちまんかまどあさり浜

18：30～20：30

【ソング】「手に手つないで」

【行事】月見例会(親睦活動委員会担当)

本日の例会プログラム

次回の予告 ９月２８日

前回の記録 ９月１４日

○会 長 杉原新一 ○副会長 中野多賀子 ○幹事 中村幸広

○会報担当 原田佳代子・迫間修平・伊藤信孝・丸川竜也
○事務局 〒517-0022 鳥羽市大明東町1-7 鳥羽商工会議所2F

TEL 0599-25-6039 FAX 0599-26-4588 E-mail: tobarc@poplar.ocn.ne.jp
○例会日 毎週水曜日 12時30分～13時30分
○例会場 鳥羽商工会議所2Ｆ 特別会議室

第59期テーマ：「不易流行」 －心地よいロータリー活動を想像してー

会長挨拶・報告

2022年9月21日
通算第2784回例会
会報通算第2456回

9/14ホームクラブ 23/30 76.67％

8/31確定出席率 27/31 87.10％

幹事報告

委員会報告

■鳥羽青年会議所OB会⇒10月8日(土)鳥羽の日イベ
ント「吉本お笑いLIVE」ＰＲ

mailto:tobarc@poplar.ocn.ne.jp


■和田 邦孝 君
会社についてお話させていただきます。
豊和グループは、医療法人豊和会、社会福祉法人恒心福祉会、
株式会社フェイスプロジェクトの3社を運営しています。
豊和グループの始まりは、昭和59年、父が志摩市に和田産婦
人科を開院したことからスタートします。
平成7年に医療法人豊和会を設立したと同時に私が入社し、介
護事業に携わり始めました。そこを皮切りに、この地域には
なかった高齢者向けの様々なサービスを展開し、今年で設立
27年となります。
次に社会福祉法人恒心福祉会は、低所得者にも最善の介護環
境を提供したいという思いから平成24年に設立し、今年で10年がたちますが、鳥羽、志摩、二見に特
別養護老人ホーム3施設を運営し、300名のご利用者を受け入れることができました。
また職員の働きやすい環境をと思い、0歳から受け入れることができる保育園「グローバルキッズう
がた」も運営しております。
3社目の株式会社フェイスプロジェクトは、さらにサービスの視野を広げ、自宅でも安心して暮らせ
る環境を提供できるように、介護用品の販売や無料配達、福祉用具のレンタルや介護に特化した住宅
リフォームなどを行っています。
以上、豊和グループは鳥羽、志摩、二見地区で、13施設、23事業所、約700名で運営し、地域に根差
した医療・介護・福祉を提供させていただいています。
世の中には私たちのような企業が多くあります。その中で私たち豊和グループは、ご利用者のご家族
に選ばれる、ご利用者に安心していただける、地域の方々に信頼していただける企業でありたいとい
う思いから、独自の様々な取り組みを行っています。
① 地域に愛される施設づくりのための取り組み
② 充実した医療体制の構築
③ 職種に関係なく、頑張る人が報われる役職採用
④ 充実した福利厚生への取り組み
⑤ 介護の技術指導者の育成
⑥ 介護ロボットの導入
その中で特に力を入れているのが、人材育成の取り組みです。
ご利用者の想いを第一に考えて行動することを大切に、また職員に対して、どのような制度や環境が
あれば生き生きと働くことができるのかを模索し、様々な専門職員を集め委員会を立ち上げ、当会独
自で介護技術評価システムを開発しました。
これは、「当たり前の介護を当たり前に行えること」をコンセプトに、倫理的配慮、接遇、知識・技
術による介護の標準化を図ったもので、基礎のマナーからプロ意識の高い介護士の育成まで可能な、
介護技術のマニュアルとなっています。
このシステムを元に、新人研修はもちろん、全職員を対象に講習会を行い、人事育成・職員教育に取
り組んでいます。
実際、未経験者でも確かな介護スキルを習得することができていますし、外国人研修生や直接は関わ
らない事務員にも基礎的な介護知識を学ぶことができます。このように全事業所のサービスの品質を
統一することで、ご利用者やそのご家族が安心してサービスを受けることができます。
また、経験者や役職者も、オクサのような技術に関するものさしがあることで、迷いや衝突を軽減し、
働き甲斐の支援、そして、キャリアパスをしっかり明示して永く働ける環境を構築しています。
介護職の価値をあげ、プロ意識の高い介護職を育成することが、高齢化率の上昇が激しいこの町に必
要であり地域貢献につながると考えます。
この地域社会への貢献に対する思いは、当グループの理念でもあります。
私たちは、この地域全体の医療・介護・福祉の安定を目指して、地域ぐるみで高齢者の生活を支えた
いと考えています。そのためにも行政などと連携をはかり、リハビリテーション活動支援事業として、
各地域の公民館などに理学療法士を派遣し運動教室を開催したり、悩みをもつ方などの相談を承る認
知症カフェイベントも開催しています。
また、5年前に広報企画室を立ち上げ、ホームページ制作やSNS、広告デザイン、動画制作、ネット求
人の構築などに取り組んでいます。

新 入 会 員 卓 話 プログラム委員会担当



そこには、施設内だけでなく、在宅の高齢者の介護生活の支えになればと、自宅でも行える安全な介護
方法や、簡単な高齢者運動などの動画配信、また自宅でできる脳トレ教材などの制作など、医療・介護
の様々な情報をホームページで発信しています
私たちのグループには多様多職種の職員さんが全国から集まっていただいて毎日頑張っています。
最後になりますが、当グループは、地域に根ざして事業を拡げ、地域ぐるみで高齢者の生活を支えたい。
施設内だけでなく、在宅も含め、介護レベルを向上させ、私たち自身が「ここがいい！」と思える安心
と賑わいのある町を作りたいと、その一助になればと日々精進してまいります

皆様はまだまだお元気ですが、また何かご相談があれば何なりとお申し付けください。
ご清聴ありがとうございました。



杉原君・友の紹介 阿部康之君よろしくお願いし
ます。新入会員卓話 和田邦孝君楽しみ
にしています。入所の案内を特に丁寧に、
VIPルームも！

・飲むに飲めない、酔うに酔えない、食べ
るに食べられない(エビ半分までで後は
無理)、そんな今までにない緊張の中で
…皆さん申し訳ありませんでした。

中村(幸)君・先日の盛大な祝賀会、小林さんあり
がとうございました。発起人の方々お世
話になりました。

・和田邦孝君、新入会員卓話楽しみにして
おります。よろしくお願いいたします。

・柴田耕司様コラム、阿部康之君「友」の
紹介、よろしくお願いいたします。

中野君・先日の11日、小林嗣雄さんの祝賀会にお
招きいただきありがとうございました。
素晴らしい祝賀会でした。

・和田邦孝君、新入会員卓話楽しみにして
おります。頑張って下さい。

中村(正)君・和田邦孝さん楽しみです。いつかは
入所します。

・コラム代読楽しみにしています。よろし
くお願いします。

・阿部康之君、友だち紹介してください。
濱﨑君・和田君、卓話宜しくお願いいたします。

・「友」の紹介、阿部康之君宜しくお願い
いたします。

小林君・9月11日祝賀会には、会員の皆さまには
お忙しい中ご出席いただきありがとうご
ざいました。中村正人様、杉原会長様、
濱口和美様、大変誉めていただいたスピ
ーチ、とても嬉しく光栄でした。これか
らもよろしくお願いします。

森岡君・和田君卓話がんばって！期待しています。
西川君・小林さん、旭日双光章受章祝賀会おめで

とうございました。すばらしい祝賀会に
参加させていただきありがとうございま
した。

東谷君・和田君の卓話、指折り数えて今日の日を
楽しみにしていました。

池田君・和田邦孝君、本日はご苦労様です。卓話
楽しみです。小林さん、祝賀会出席出来
なくて申し訳ありませんでした。すごい
記念品を戴きました。ありがとうござい
ます。

伊藤君・コラム 柴田耕司君、友の紹介 阿部康之
君、頑張って下さい。そして本日の新入
会員卓話 和田邦孝君、貴方にとっては
短い時間でしょうが楽しみにしておりま
す。

増田君・和田邦孝君、新入会員卓話楽しみにして
おります。

吉田君・邦孝君頑張って下さい！
野村君・和田邦孝君、新入会員卓話楽しみにして

います。
原田君・小林さん、先日はすばらしい祝賀会にお

招きいただきありがとうございました。
和田さん、本日は卓話楽しみにしており
ます。

９月１４日分

林 君・製造業大手のS社をしのぐ雇用数ナンバ
ーワンの和田君、卓話楽しみです。

中村(和)君・和田君卓話楽しみにしています。30
分間長いよー!!しっかり聞いていますね。
よろしくお願いします。

・久々の例会出席となります。一昨日抗原
検査を行い陰性です。メンバーの皆様よ
ろしくお願いいたします。

・入会記念日御祝
阿部君・本日もよろしくお願いいたします。
谷水君・和田邦孝君、本日の新人卓話楽しみにし

ています。
和田君・卓話よろしくお願いします。本日もよろ

しくお願いします。
濱口君・本日新入会員卓話ですね。和田君楽しみ

にしています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

― コラム ー
柴田 耕司 君

ここ1～2年のスクラップ帳より抜粋し、疲れた時

に音読するおすすめの作品を紹介させていただき

ます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

ビジター受付はしていません！

★志摩ＲＣ ①9月20日(火) ※月見例会の為

Hotel & Resorts ISE-SHIMA

②9月27日(火) ※早朝例会の為

豊和病院

近隣クラブ例会変更

胡 坐 宮本百合子著

ああ 草原に出で
ゆっくりと楡の木陰
我が初夏の胡坐を組もう。
空は水色の襦子を張ったよう
白雲が 湧いては消え 湧いては消え
飽きない自然の模様を描く。
遠くに泉でもあるのか
清らかな風のふくこと！
私は、蟻の這い廻る老いた幹に頭を靠せ
牧人のように
外気に目を瞑って 光を吸う。
耀や熱に 魂がとけ
軽々と情景に翔ぶ この思い。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊


