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「我らの生業」
千葉 茂 会長
ｱﾄﾘｴ･ﾌｫｱ･ｴｲ
代表取締役

天野
清水

彰 様
明 様

横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
会長
中田 勇一
幹事
青柳 裕易

ビジター
誕生日祝
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)7 月 9 日
出席対象
総数
数
27 名
25 名
（前々回)6 月 18 日
出席対象
総数
数
24 名
22 名

清水 明様 天野 彰様

様
様

青柳裕易様 中田勇一様

出席数
16 名
出席数
15 名

出席率
64.00％
出席率
68.18％
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メークア
ップ
4名
メークア
ップ
4名

計
20 名
計
19 名

修正出席
率
80.00％
修正出席
率
86.36％

「メーキャップされた会員」
7/6 青少年交換派遣学生結団式 前川永久会員 竹永 薫会員 髙田源太会員
7/6 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 前川永久会員
7/8 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会
千葉 茂会長 平林祐樹幹事
「ニコニコＢＯＸ」
ｱﾄﾘｴ･ﾌｫｱ･ｴｲ代表取締役 天野 彰 様
お邪魔します。いつも妹伊与田あさ子がお世話に
なっています。本日は卓話に参上しました。
千葉さん会長頑張ってください。よろしく！！ 私の弟子の清水君を
連れてまいりました。
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 中田 勇一 様 幹事 青柳 裕易 様
本年度のご挨拶に伺いました。宜しくお願い致します
三役
ｱﾄﾘｴ･ﾌｫｱ･ｴｲより天野様 清水様ようこそ。本日は宜しくお願い致し
ます。横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより中田会長、青柳幹事ようこそ。先日は
大変お世話になりました。
本日も多くの会員の皆様にご出席頂き誠にありがとうございます
森
洋会員 千葉内閣の門出を祝して。金沢 RC 中田様、青柳様ようこそいらっし
ゃいました。
天野様ようこそいらっしゃいました。卓話楽しみにしております
福嶋義信会員 横浜金沢 RC 中田会長、青柳幹事ようこそ。
天野 彰様卓話宜しくお願い致します。清水明様ようこそ。
御子柴智義会員 横浜金沢 RC 中田会長、青柳幹事お久しぶりです。ようこそ。
天野 彰様 卓話楽しみにしております
伊与田あさ子会員 横浜金沢 RC 会長中田勇一様、幹事青柳裕易様ようこそいらっし
ゃいませ。天野先生お話楽しみです
竹永 薫会員 本日はｱﾄﾘｴ･ﾌｫｱ･ｴｲ天野 彰様 清水 明様そして金沢 RC 中田会長、
青柳幹事ようこそお越し頂きました。
片平修一会員 ６月の誕生祝を頂いて。ｹﾞｽﾄの皆様ようこそ。ごゆっくりおくつろぎ
ください
伊澤直樹会員 寒暖差が激しいですね。体調管理に気を付けましょう
ニコニコＢＯＸの合計は 29,000 円(累計 73,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します
「会長あいさつ」
・今月は１６日（火）と２９日（月）合同例会が例会予定となっ
ております。宜しくお願い致します
「横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 中田 勇一 様」
今年度２回目の会長を務めます。現在会員１４名、４年前の会長の
時は２４名でした。会員の減少ということで淋しいのですが、ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ等工夫して一年間進みたいと思っていますので宜しくお願い致しま
す
「横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ幹事 青柳 裕易 様」
今年度２回目の幹事を務めます。会長の熱心なﾛｰﾀﾘｰ愛を感じまし
て、幹事としてしっかりと協力をしていきたいと思っております。宜
しくお願い致します
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「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より米山奨学ｾﾐﾅｰ＆ｶｳﾝｾﾗｰ研修会開催のご案内
日 時 ８月２４日（土）１４：００～１７：００
場 所 JR 辻堂北口 ｱｲｸﾛｽ湘南６階「E 会議室」
講演者・米山記念奨学会名誉理事長 小沢一彦様
・米山親善大使
◎米山記念奨学会より上期普通寄付金のお願い受領
◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ
◎回覧 ①横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ「週報」「ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書」
②２０２０年度青少年交換学生学生募集案内
③２０１７-２０１８年度地区報告書
◎配布 ①ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 ②７月定例理事会議事録
「委員会報告」
｢スピーチ｣

「ｱﾄﾘｴ･ﾌｫｱ･ｴｲ 代表取締役

天野

彰 様」

５０代から生涯暮らす家づくり？
「人生１００歳時代、５０代は折り返し点」
２S+３F の家とは？

まずは住まいの安全と健康な老後の暮らしを見つめることです。そして何より自立
の姿勢に変えるのです。そうです。住まいを見ることは生きること、“活きる意識”
のリノベーションです。
２S の S はセルフディフェンスの S
そしてセルフサポートの S です
３F の F は傷害のないバリアフリーの F そしてエネルギーフリーの F
さらに いつまでも安心なメンテナンスフリーの F です
超長寿命の現代６０歳は昔の時代の４０歳！まだまだ若い！今の家に更に倍長く
住むことになるのです。どうせ後にメンテナンスや修理することが必至です。そこに
は家や土地、さらに実家や両親の人生をも並行して考えるのです。
今こそ“親も子も自分のための家”を考える時です。６０歳はおろか、７０歳以上で
家を建てた人のお話を致します。

老後に強い家とはわが人生を見ること
そこで家づくりの前に、まずわが身と将来を考え、以下のような「人生８０年のア
ナログの時計の文字盤｣を描き、そこに自分の姿と人生を描くのです。そこではじめ
て、わが人生と、その家の様子が見えてくるのです。
しかしこれからはこの時計が“１００歳”と考えるのです。
3

災害や地震に勝つにはハードよりソフトの想像力！
まずは今すぐ床から天井までの造り付けの収納家具にし、食器などが飛び出さない
様に引き戸やストッパー付きの扉にすることを手始めに、いざとなったときの避難経
路を常に確保することです
生き残ることは、夜間パニックにならないために懐中電灯はペンライトのような小
さいものを多く、電池を外して粘着テープで留め、各所にばら蒔くように置いておく
などです。揺れがおさまるまで身を隠し後に動くことです。
リフォームや建て替えの際は徹底的に住みにくい頑丈な耐震を考える事ではなく、
愉しんで補強工事をし、避難場所は倒壊と火災と水害を想像して選び、普段の散歩コ
ースのように自然に構える事が大事なのです。

自助自立

車椅子に頼るより這ってでも活きる家にする！

私の提唱するバリアフリーの家は、必ずしも車いすで暮らせる家ではありません。
ベッドからトイレ、さらには浴室へと自力で腰をずらして移動するベンチや、そのま
ま洗い場のスノコまで這って行き寝たままシャワーを浴びるなど究極の自立を考え
るのです。いわばリハビリで厳しい時代を活きる意識を養うことです。これにより意
気が高揚し、介護に頼るだけではなく、住む人自らがわが身の症状に合わせ工夫して、
さらに自立の生活をするのです。
もちろんいずれ介護や入院も必要となるでしょうが、極力在宅で、仕上げ材や通報
センターなどセキュリティにあらゆる安全策を取りながら、介護ではなく、あくまで
サポートを受けながら、自立した生活をし、さらにレンタルの介助補助の装置や AI
時代のロボットなどで一日も長く“わが家で活きて”行くことです。今まで多くの老
人介護や施設を観て私たちが思う、ギリギリまで生きられる究極の親と子、いや親世
帯・子世帯のリフォームや家づくりなのです。
すなわち住まいや部屋が住む人をサポートしてくれる発想の家づくりそしてリフ
ォームです。
さあ、あの津波の大災害にもめげず、悲観的に考えないで、長い人生、家づくりは
老いの自立のための快適で積極的に“活きるドラマ”の舞台創りの家や街にしましょ
う
～例 会 風 景～
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