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     中川貴夫会長 
  

 暖かくなり過ごしやす

くなりましたがお元気に

お過ごしですか？ 

 さて、いよいよ九州新

幹線全線開通が明日１２

日土曜日となりました。 

それに先立ち、先週例会

でお願い致しました様に

３月６日（日）「ロータリークラブ320キロ

新幹線開通記念イベント」が開催されまし

た。芦北ロータリークラブ、水俣ロータリー

クラブが協賛するイベントに、芦北障害者の

協会の方々の協力を戴き、人吉ロータリーク

ラブ、多良木ロータリークラブ、人吉中央

ロータリークラブが応援する形で行われ、我

がクラブより、次年度中島ガバナー補佐を中

心に山賀会長ノミニー、井手会員、水野会

員、原田会員、渡辺幹事、中川合計７名で参

加致しました。 

 １４時ごろ芦北役場前で歓迎イベントが開

催され、走者の藤原勇選手（自転車）を出迎

え、川尻ガバナー補佐の趣旨説明に始まり、
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竹崎一成芦北町長の歓迎の言葉を戴き、芦北

保育園の園児による「将友太鼓」が披露され

ました。また、ポリオ撲滅の募金箱を作り会

場に来られた方々に協力を戴きました。 

 走者の藤原選手は、両足切断の事故に遭わ

れた方なのですがバイタリティあふれた方

で、式典が終わり、又、自転車にて元気に水

俣に出発して行かれました。１２日（土）

は、午前９時に水俣ロータリークラブの引率

のもと新水俣駅を出発し県境を越え出水ロー

タリークラブに引き継がれます。開通イベン

トに参加戴きました会員の皆様それから、九

州新幹線ロータリー帽子を購入し協力戴きま

した人吉ロータリークラブ全会員の皆様に感

謝いたします。ありがとうございました。 

 そして、国際ロータリークラブ第２７２０

地区大会が明日、１２日（土）と１３日

（日）別府国際コンベンションセンター・

ビーコンプラザで開催されます。総勢４５名

の参加を戴きありがとうございます。明日、

私と渡辺幹事、そして中島次年度ガバナー補

佐は、信任状委員会による選挙のためと、ガ

バナー補佐予定者会議の為、別車で６時３０

分には出発致します。また、宮原副会長のも

と朝７時に出発されるバス参加と自家用車で

参加戴く皆様、気をつけてお越し下さい。 

１３時に開会ですのでよろしくお願い致しま

す。 

 又、いよいよ宮原エレクトがスタート致し

ます。地区大会の翌週、３月１９日（土）２

０日（日）に、ペッツ(会長エレクト研修セ

ミナー）が熊本にて開催されます。宮原会長

エレクトの出番です。そこでＲＩ会長方針を

聞かれ、ガバナーの基本方針を聞き次年度の

委員会構想を作り上げていかれる事となりま

す。そして、委員長が決定されたのち、４月



１７日（日）には地区協議会が開催されま

す。私も、一年前が懐かしく思えます。宮原

会長エレクト、健康に気をつけられ頑張って

下さい。協力させて戴きます。 

 今日の例会は、ヘルスサポート委員会の外

部卓話を予定して戴いております。どうぞよ

ろしくお願い致します。 

 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】 

・熊本水前寺ロータリークラブより、10周年 

 記念式典の参加のお礼状が届いておりま 

 す。 

・地区ローターアクト・ライフ委員長より、 

 「ローターアクトクラブに関するアンケー 

 ト」のお願いが届いておりますので、立山 

 ローターアクト委員長にお渡し致します。 

・2720地区より「ロータリークラブ320キロ駅 

 伝」参加のお礼と中間報告が届いておりま 

 す。 

・地区大会実行委員長より地区大会最多登録 

 数クラブ賞受賞の為の登壇のお願いが届い 

 ております。 

・2720地区より、第28回青少年指導者育成研 

 修会ＲＹＬＡ開催の案内と参加青少年の推 

 薦依頼が届いておりますので、立山ロー 

 ターアクト委員長にお渡し致します。 

・湯布院ロータリークラブより、創立20周年 

 のご案内が届いております。 

     日時:6月11日(土) 12:00より 

【例会変更】 

・熊本北RC3/31→4/1 18:30～ホテル日航熊本 

・八代東RC4/7→「花見例会」の為18:30～ 

           八代ホワイトパレス 

・宇土RC3/30→花見例会の為18:30～  

【本日の回覧】 

 人吉中央RC3月例会予定表 

 人吉総合病院広報誌「翔」 

 人吉中央ロータリークラブ会報 

 八代单ロータリークラブ会報 

【本日の配布】  

 Ｒの友３月号 ガバナー月信９号 

  人吉ＲＣ2649回会報 
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   永江 浩委員 

【雑誌委員会】 

 
 
    ロータリーの友３月号の紹介 
  

紹介者 川上博久委員長 
 

 ロータリーの友３月号の中

で皆さんに特に読んで頂きた

いところをご紹介いたしま

す。 

 縦組みの２ページ、『子宮

頸癌とＨＰＶワクチン日本の

今』～ワクチン公費助成への

道程～吉馴整形外科産婦人科

の理事副院長・産婦人科部長で医学博士、吉

馴茂子氏の講演要旨です。 

 『頸癌はＨＰＶウイルスによる性感染症

で、２０～３０歳代の女性に急増中です。既

に予防のＨＰＶワクチンが日本でも発売さ

れ、昨年１年、私たちはメデイアの支援を受

けて、このワクチンの公費助成への運動を展

開し、国費が遂に承認されたのです。目指し

た中学生の全国女生徒に接種される体制作り

＊届け出欠席者  

 青木・有村・立山・岩本光・山田・岩本泰・木村 

 延岡・石原・齊藤・牛島・村山・蓑田・山本・尾上 

 戸高 

＊出席免除会員 

  (a) 石蔵, (b) 増田，愛甲康， 

＊メークアップ 

人吉ＲＡＣ35周年記念例会；原田・葉山・平田・本田 

      堀・井手・伊久美・石原・石蔵・板井・岩井 

芦北ＲＣ；中川・渡辺 

水前寺公園RC10周年；片岡 

 武末憲一会員より 

次男結婚を記念し

て、ロ ータリ ー 財

団、米山記念奨学会

へご寄付がありまし

た。 

本日の出席率 

会   員   数   71名   76.81% 

出 席 免 除 3名 2 / 2 5 例会出席率  81.16％ 

欠 席 者 数 16名 補  填  数 14名 

出 席 者 数 53名 修 正 出 席 率 98.55％ 



に寄与できたのです。』 
 
 子宮は、洋ナシのような形をしています。そ

の子宮頸部（子宮の入り口）に出来るのが子宮

頸癌です。子宮癌には子宮体癌もありますが、

子宮頸癌とは全く別物です。今、頸癌で問題に

なっているのは、２０歳から３０歳代の若い女

性の発症率が急激に増加してきたということな

のです。婦人科領域の癌の発症率の推移です

が、乳癌が非常に増えてきたということは、皆

様もうすでにご存じだと思います。これは世界

的な潮流です。一方で子宮頸癌も1990年ぐらい

から飛び抜けて大変な勢いで増えてきていま

す。最近では妊婦さんの子宮頸癌が増えてい

て、赤ちゃんを諦める、中絶をするというケー

スが増えています。現在は出産年齢が高齢化し

ていて子宮頸癌の発症年齢と交差してしまい、

その犠牲になることがたびたびあります。 
  
○子宮頸がんの原因はセックスで感染するヒト

パピローマウイルス(略称ＨＰＶ）の子宮頸部

への感染です。高リスク型のＨＰＶに感染し、

細胞表面に異種抗原が発現しても、多くの場

合、免疫の力で排除されます。しかし、免疫機

能が低下した状態では、長期間感染すると子宮

頸部の細胞に変化を起こし、数年を経て癌化す

ると言われています。 
 
○１０代前半で予防ワクチンを！女性の子宮を

守ることの重要性と公費助成― 

 ＨＰＶは性交によって感染するので、性交を

経験する前に接種してしまうのが望ましいと考

えられています。よって１０代前半が一番望ま

しく、各自治体もその年代に補助金を出してい

るところが多いようです。ワクチンは３回接種

する必要があり、費用は約５万円かかります。 

全国の１２歳のすべての女性が接種した場合、

しない場合とを比較し費用を試算すると・・・

発症数、死亡数を７３パーセント減少させたと

仮定すると、１９０億円の削減ができます。国

は、全額助成を目指すが、国が２分の１、市町

村が２分の１と半分ずつ負担。負担の金額と時

期は、市町村が決めなければ、国は助成ができ

ません。「子宮頸がんて何？」という、市議会

議員がいるところでは周知していただきたい。 

現在、男性は全くといっていいほど、興味が見

受けられませんが、娘や孫のこととして考えた

ときに理解を促すことができます。 
 
○性感染症がまん延する日本に― 

 携帯電話の普及により性関連情報が若年層で

氾濫し、性交渉に対する心理的な抵抗感が薄れ

てしまいました。大阪ではエイズが急増してい

ます。エイズ患者の治療費は年間２５０万円

で、一生で約２億円かかります。 

 高校生の父母の意識調査を見ますと、セック

スは、高校生であるこどもには絶対に認められ

ない。一方、男子生徒の５割は、セックスを肯

定し、女子生徒も同様の考え方をもっていま

す。日本の性教育は、文部科学省においても

「寝た子を起こすな」という考え方があり、コ

ンドームの使用などについても話してはいけな

いといった方針が出ているのです。適切な知識

の共有と心理的な備えが社会的に欠如してお

り、性感染症の蔓延と犠牲者が急増するのでは

ないかとの懸念の声が上がってきています。 

 以上のような講演内容です。 

 私個人としましては、我が人吉クラブで出来

ることが可能なら、予防ワクチンの一部助成を

考えていただけたらな、と思った次第です。 
 
 次に横組みの２３ページを紹介します。１月

１６日から２２日に開催されました2011年国際

協議会のリポートです。 

 2011－12年度ＲＩ会長カルヤン・バネルジー

氏は、「内なるものが願望や意思や気力である

のに対して、外なるものとは自らが取る行動や

創り上げるイメージです。ですから、こころの

中を見つめ、内に秘めたる力を解き放ち、その

力を駆使して、まわりの全ての人、全ての物を

受け入れるよう、皆さまにお願いしたいと存じ

ます。どうぞ、まず自分自身を見つめ直してく

ださい。それから、ご自分が定められた目標に

向かって、一歩一歩、自信を持って進んでくだ

さい。自らを発見し、潜在的な力を引き出し、

迷わず、ひるむことなく、『出でて奉仕』し、

世界で博愛を広げてください。」と、新年度の

ＲＩテーマ『こころの中を見つめよう 博愛を

広げるために Reach within to Embrace Hu-

manity 』を発表しました。 



 さらに、ガバナーエレクトは、強調事項や

ロータリーの現況、世界の現状について学んだ

と書いてあります。 

 以上、３月号の見所紹介でした。 
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  『健康保険人吉総合病院耐震整備事業工事 

           （病院建替え）について』  

 

  当院は平成１７年度より病院の老朽化、耐震

不足に対し、新病院建設計画を進めてまいりま

したが、平成２２年９月３０日、厚生労働省よ

り正式に新病院建設許可がおりました。 

 新病院は、診療を継続させた現地建替えとな

り、老朽化の進んだ管理診療棟・東病棟・サー

ビス棟を解体し、９階建の新棟にその機能を集

約します。健康管理センター棟とライナック棟

は連絡通路でつながります。低層階には拡充し

た救急部門・画像診断部門、災害時のトリアー

ジスペースなど災害拠点病院、救急病院として

の機能を充実させます。５階から９階まではプ

ライバシーに配慮し、１床室・２床室を中心と

した病棟になります。最上階は化学療法室と緩

和ケア病棟となり、屋上にはヘリポートの設置

も予定しています。 

 病院建設期間は約３０ヵ月で、平成２３年２

月の仮設棟の建設に始まり、平成２４年末には

新棟が完成し、その後外溝工事などを経て、平

成２５年７月には工事完了の予定です。 

 新病院建設工事には万全の体制で取組み、２

１世紀の地域中核病院となるよう努力します。

工事期間中は皆様方に多大なご迷惑・ご不便を

お掛けすることになるかとは思いますが、ご理

解とご協力のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】 

・武末会員 息子の結婚記念。前田さんありが 

 とうございます。         10,000 

・中川会長 武末先生の息子さんの結婚おめで 

 とうございます。卓話戴きました前田課長 

 様、ありがとうございました。    2,000 

・伊久美会員 武末の甥っ子の結婚式に出席致 

 しました。可愛らしいお嫁さんでした。メデ 

 タシ メデタシ            3,000 

・水野会員 ①武末先生、おめでとうございま 

 す。②新社屋への移転、引越し準備で地区大 

 会欠席致します。申し訳ありません。移転致 

 しましたら寄付を申し出たいと思います。メ 

 デタシ メデタシ          3,000 

・堤脩会員 ゴルフ準優勝の賞品を本日いただ 

 き、有難うございました。パートナーに迷惑 

 をかけて廻りながら自分だけ賞をいただき申 

 し訳ありません。          2,000 

・宮山会員 早退します。       1,000 

・田上会員 業務の都合で、途中で退席させて 

 いただきます。           1,000 

・友永会員 早退致します。           2,000 

  ニコニコ･ごめんねカード3/11合計24,000 

 

 

     点 鐘   中川貴夫会長 

  

     


