
  

  １２月 家族月間 
 
点 鐘            中川貴夫会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  田上和弘委員    

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「奉仕の理想」 
 
司会・進行    井手富浩委員長 

 

来訪者紹介      中川貴夫会長 

 

    健康保険人吉総合病院 

         消化器・消化管外科 松下弘雄 様 

 

 

    中川貴夫会長 
 

 今日の例会は、今年最後

の例会となりました。そし

て、今日はクリスマスイブ

です。ジングルベルの音色

を聞くと後一週間で新しい

年となります。私自身、今

年一年を振り返り、反省す

る所は反省し、勉強をして

いきたいと思います。 

 さて、先週例会でお話いたしました様に、

１２月１８日（土）くまもと県民交流会館パ

レアにて奉仕プロジェクト大委員会の中の国

際奉仕小委員会および社会奉仕小委員会の合

通  算  2 6 4 1回 

2 0 1 0年 1 2月 2 4日 

第 24 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 山賀勝彦 委員 

同セミナーが開催されました。国際奉仕委員

会には、人吉中央ロータリークラブより赤山

会員が委員長として出向されておりますので

人吉中央ロータリークラブより山口会長をは

じめ武井幹事、坂口会長エレクト、岡本パス

ト会長、祝会員がコ・ホストクラブとして応

援部隊で参加されておりました。 

 国際奉仕小委員会のセミナーは、プロジェ

クターを用いて説明がありましたが、資料も

なく言葉もはっきりせずに聞き取りにくく大

変でした。 

 ＷＣＳについて説明があり、スリランカに

久留米中央ＲＣとメトロポリタンＲＣが協力

して小型水力発電機を設置した話をスライド

にてされましたが、「少しの予算で海外のク

ラブと協力して実のある事業を行う」と言う

事の話だと思います。 

 社会奉仕セミナーでは、大分キャピタルＲ

Ｃの実践している「キャピタルお話倶楽部と

社会奉仕の歩み」について古手川哲委員長が

発表をされました。 

 大分キャピタルＲＣとは、１９９９年９月

１９日創立総会・２０００年６月２５日認証

状伝達式を行った現在１１年目の新しいクラ

ブであります。会員数４０名であり男女の割

合は、男性２６人、女性１４人のクラブであ

ります。そして、現在も創立当時と人数も男

女の割合もほとんど変わらないクラブであり

ます。 

 職業分類で分けますと、 

老人福祉、婦人服小売り、生命保険、損害保

険、民事弁護士、サイン、商業デザイン、不

動産賃貸業、書道、邦楽、舞踊、日舞、短期

大学、幼稚園、以上が女性会員 

 

内科、歯科、獣医、老人介護、建設請負業、



建築請負業、セメント製造販売、製缶製造、

プロパンガス、青果卸、信用金庫、司法書士

業務、コンサルタント、不動産鑑定士、土地

家屋調査士、刑事弁護士、印刷、オフセット

印刷、製本業、情報誌販売、事務用機械販

売、ビルメンテナンス、料理店、自動車販

売、専門学校、大学、以上が男性会員です。 

 

 過去の社会奉仕事業は、「子供たちの健全

育成のために」を掲げ 

・チャリティーコンサート 

・「本の力」土門康男講演会 

・ポリオ撲滅チャリティーバザー 

・朗読劇「この子たちの夏」 

・「いい音はみんなの心に響く」コンサート 

・ロータリーズシアター（親子アニメ） 

・普通救命講習受講 

・１０周年記念事業 

   ミュージカル「火の鳥」 

・「コミュニケーション体験・うみたまご 

  ツアー」 

そして、読み聞かせの大切さを広く子供たち

に伝えるために、最初に「紙芝居キャラバン

隊」を誕生させました。紙芝居もクラブメン

バーが其々考え絵も描き、文章も作って実践

されて来たそうです。 

 現在は、「紙芝居キャラバン隊」を「キャ

ピタルお話倶楽部」へ変更し、新たな社会奉

仕の活動を妨げずに、紙芝居活動を継続して

いるそうです。 

 新しいクラブですが、「未来を担う子供た

ちのために」素晴らしい事業をされているこ

とに感動を覚えました。 

 私たちは、それぞれの会社を経営される社

長さんでありオーナーであり、大きな会社の

人吉の代表者でありましょうし、御社では一

番の人だろうと思います。しかし、ロータ

リークラブに入会すればすべてのメンバーが

同じなのです、公平なのではないでしょう

か？東京の一流企業の社長であっても、私の

零細会社であってもロータリー活動をすると

きは同じなのだと皆さん思いませんか？事業

をする場合、重いものを持つ時は、若いメン

バーが持つ事は当たり前であり指示は年配の

メンバーにしてもらう事当然ですが誰が偉い

とかはないのです。 

 ただ、しっかりと丁寧にメンバーに教えて

あげる事は必要ですが、メンバーも聞く耳を

持つことが一番大事であると思います。 

この大分キャピタルＲＣ全員での社会奉仕活

動の事例発表を聞いて行動実践の在り方を感

じました。我がクラブはお陰さまで会員７１

名ですが、ややもすると、「委員長がすれば

言いたい」となりがちですが委員長さんの丁

寧な指示で委員さんも一緒に行動を起こして

下さい。 

 今日は、ヘルスサポート委員会の外部卓話

をお願い致しました所、武末委員長さんより

報告がありまして、「木村会員より素晴らし

い先生を紹介して戴きました。」との事で今

日卓話戴きます。本当にありがとうございま

した。どうぞよろしくお願い致します。 

 今年一年、会員の皆様には大変ご協力戴

き、またお世話になりました。来年も引き続

きご協力戴きますようにお願い致します。来

年も皆様にとって素晴らしい年になります事

をお祈りいたし今年最後の会長の卓話と致し

ます。 

 2010-2011年度ＲＩテーマは 

 「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 

   渡辺洋文幹事 

 

【連絡事項】 

①人吉市青少年育成市民会議会長 笹山欣吾様 

 より、2学期終業式街頭パトロール参加依頼 

 が届いております、新世代の戸高副委員長 

 にお渡し致します。 

    日時:12月24日 17:00 

②ひとよしよかばい会とひとよし大綱引き実 

 行委員会よりお礼の手紙が届いておりま」   

 す。 

【例会変更】 

 熊本東ＲＣ1/11→「世界の蘭展」見学例会の為  

                        グランメッセ熊本 

【本日の回覧】 

 ・熊本県環境生活部交通くらし安全課より 

  ユーネットくまもと66号 

 ・多良木ロータリークラブ週報 

 

  平田フク委員長 

＊届け出欠席者  

 立山・村山・川越・馬場・田上・山本・愛甲英 

 牛島・大久保・青木・尾上・岩井・板井 

＊出席免除会員 

  (a) 石蔵, 齊藤 (b) 増田，愛甲康，  

＊メークアップ 

 地区国際奉仕ｾﾐﾅｰ；中川・浅野 

本日の出席率 

会   員   数   71名   78.26% 

出 席 免 除 4名 1 2 / 1 0例会出席率  71.01％ 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 2名 

出 席 者 数 54名 修 正 出 席 率 73.91％ 



 

〈講演〉 

 初学者に対する大腸内視鏡挿入の基本と実際 

 第142回日本消化器内視鏡学会東北支部例会   

 仙台 2009/2/6  スポンサーシンポジウム 
 
 下部内視鏡における軸保持短縮法と拡大観察 

 第一回都城消化器 臨床と病理研究会  

 都城 2008/4/18 
 
 大腸内視鏡挿入の基本 

 秋田県消化器病研究会 

 三井アーバンホテル秋田 2006/3/16 
 
 大腸内視鏡の最先端 

 えびの市医師団会定期症例検討会  

 えびの市立病院 2006/1/23 
 
 今日の大腸内視鏡  

 -軸保持短縮法とPit Pattern 診断 

 第2回消化器内視鏡セミナー  

 聖マリアンナ医科大学 2004/6/29 

 

〈著書〉 

松下弘雄、山野泰穂：横行結腸をスムーズに通

過するために 

 消化器内視鏡挿入法35の基本とコツ 

 桑山肇編 ヴァンメディカル P74-75 2007 
 
松下弘雄、山野泰穂、黒田浩平：穿孔防止対策 

 大腸ＥＭＲ-ＥＳＤの基本手段 

田中信治 編 メジカルビュー社 P84-86 2006 
 
松下弘雄、山野泰穂：ホットバイオプシー 

 消化管内視鏡治療のコツとポイント 

 田中信治、小山恒男、山野泰穂 編  

 日本メディアカルセンター P53 2003 

 

〈論文〉 

松下弘雄、大谷響、西村淳、高野理恵子、原田

和人、杉原栄孝、田浦尚宏、 
 
新田英利、水元孝郎、西村卓祐、下川恭弘、木

村正美、菅井有：表面陥凹型を呈したsessile 

serrated adenoma/polypの１例.胃と腸  

45；1992-1998、2010 
 
松下弘雄、木村正美：消化器外科術後閉鎖式ド

レーンの留置期間の功罪.外科治療 101；516-

518、2009 
 
松下弘雄、山野泰穂、黒田浩平、佐藤健太郎、

吉川健二郎、東谷芳史、山内俊一、田端美弥

子、野口知子：安全な検査のための前処置、前

投薬、sedation (２)大腸内視鏡検査における

sedation不要の立場から.早期大腸癌9；429-

432、2005 

【ヘルスサポート委員会】 

 

      外 部 卓 話 

講師紹介  木村正美委員 
 

 

 

 

 

 

 

    健康保険人吉総合病院 

      消化器・消化管外科 

         松下弘雄 様 

  

   1997年3月 熊本大学医学部卒業 

職歴 

 1997年4月 熊本大学 第一外科 研修医 

 1998年4月 人吉総合病院 外科研修医 

 1999年4月 人吉総合病院 外科医員 

 2001年4月 熊本大学 第一外科医員 

 2002年4月 秋田赤十字病院  

       消化器病センター 内視鏡研修医 

 2002年8月 秋田赤十字病院  

       消化器病センター 医員 

 2004年7月 秋田赤十字病院  

       消化器病センター 副部長 

 2005年10月 人吉総合病院 外科医長 

 2006年4月  人吉総合病院 内視鏡外科部長 

 2007年4月 人吉総合病院 消化器外科部長 

 2009年4月 人吉総合病院 消化器・消化管 

              外科部長 

 所属学会  

 日本外科学会（専門医） 

 日本消化器内視鏡学会（専門医） 

 日本消化器外科学会 

 日本胸部外科学会 

 日本臨床外科学会 

 日本乳癌学会 

  

 研究会 

 单九州消化管臨床と病理研究会 世話人 

 東北消化管臨床・病理研究会 世話人 

 九州胃と腸 運営幹事 

 

 

 スライドを使って、大腸

癌の内視鏡診断と治療につ

いてお話頂きました。松下

先生ありがとうございまし

た。先生の講演・著書・論

文をご紹介します。 



松下弘雄、山野泰穂：横行結腸をスムーズに通

過するために.消化器の臨床 8；80-81、2005 
 
松下弘雄、山野泰穂、今井靖、中里勝、前田

聡、佐藤健太郎、藤田和彦、山中康生、大野秀

雄：内視鏡切除術の進歩 （2）スネアリング

の技術的工夫 ｃ.遺残･再発の防止対策．早期

大腸癌 7;531-537,2003 
 
松下弘雄、山野泰穂、今井靖、中里勝：非腫瘍

性病変に対する拡大内視鏡によるアプローチ、

早期大腸癌 6；449-458、2002 
 
松下弘雄、木村正美、久米修一、兼田博、上村

邦紀、田中英明：化学療法中、閉塞性肺炎をき

たした乳癌  endobronchial metastasisの１

例．乳癌の臨床 16；501-504、2001 
 
松下弘雄、木村正美、久米修一、兼田博、原田

洋明、畑中義美、工藤康一、上村邦紀：ヘリカ

ルＣＴを用いた胆嚢周囲癒着脈診断、社会保険

医学会雑誌 41；8-12、2001 
 
松下弘雄、國友隆二、宇藤純一、原正彦、北村

信夫：弁輪補強材として自己弁尖を温存した大

動脈弁置換術と冠動脈バイパス術を同時に行っ

た大動脈炎症候群の１治験例．日本心臓血管外

科学会雑誌 29：168-171 2000 

 

 

【ニコニコ箱委員会】     延岡研一委員 

・中川会長 松下先生、ヘルスサポート卓話 

 ありがとうございました。     1,000 

・武末会員 松下先生、ありがとうございま 

 した。              3,000 

・岩本光義会員 遅くなりましたが12月の結 

 婚祝をいただき有難うございました。これ 

 からも長続きするよう頑張ります。 2,000 

・赤池会員 年末多忙、早退します。 2,000 

・友永会員 早退します。      2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード12/24合計10,000 

 

【Ｒ財団寄付カード】    和田栄司委員長 

・伊久美会員 今年３回目の準ポール・ハリ

ス・フェローを致します。100＄ 

・小林清市会員 今年一年、無事に過ごせた

ことを感謝して。伊久美さんとの約束を果た

しました。419.15＄ 

  

     点 鐘   中川貴夫会長 

 

 

 

 

 

 

 

 ロータリー百科事典 

  100パーセントの出席 
 
 毎回例会に出席することは、強くて活発なロータ

リー・クラブとなるために極めて重要です。例会への

出席の強調は1922年にまで遡ぼり、この年に国際

ロータリーでは全世界にわたって出席競争が行わ

れ、それが発端となって数多くのロータリアンが年々

100パーセントの出席率を達成するようになったので

す。多くのロータリアンは、自分のクラブの例会や、他

のロータリー・クラブ例会でメークアップをするなどし

て、100パーセントの出席率を維持することを大いに誇

りとしています。 

 ロータリーのEクラブによって、会員は、オンラインで

簡単に例会のメークアップができるようになりました。出

席とみなされるた捌こは、ロータリアンはEクラブのウェ

ブサイトにログインし、さまざまな話題のオンライン資料を

読み、コメントを送信し、クラブ幹事に書式を提出しま

す。全ロータリー・Eクラブの一覧表と、各クラブの使

用言語については、www．rotary．orgを参照してくださ

い。 

 ロータリーの細則では、会員が全例会の60パーセ

ントだけ出席すればよいという条件になっていますが、

実際は、多くのクラブにおいてもっと多く出席することが

奨励されています。 例会出席が強調されるのは、会

員が欠席することで、クラブ会員の多様性、現行の

クラブ・プロジェクトに対する全会員の貢献、各会員

の個人的な仲間意識といった価値が失われてしまう

からです。クラブ理事会が欠席を認める適切な理由

を決定することができます。特別な理由で出席できな

い時にはその会員に出席のクレジットを与えたり、出席

義務をゆるめてはどうかという提案が出されたこともあり

ましたが、こうした試みは規定審議会で採択されたこと

はありませんでした。 

 2001年、規定審議会は、若い専門職業人のニー

ズに応えるべく最高200までの新クラブを立ち上げると

いう新モデル・ロータリー・クラブ試験的プロジェクトの

設置を是認しました。新モデル・クラブは、標準ロータ

リー・クラブ定款と推奨ロータリー・クラブ細則の枠外

で運営することが許され、これらのクラブの多くが、既

に例会の頻度を変更し、出席義務を和らげていま

す。試験的クラブの成果が実証された場合、規定審

議会において、これらの改革を永久的に採り入れる方

針が採択される可能性もあります。 
※ロータリーＥクラブ；(手続用覧参照） 

 

                ロータリーのいろは+ より 

                 ロータリー情報委員会 

  

 

 

 


