
  
     宮原和広会長 
 
  ５月に入り後２ヶ月、

本日を含めてあと８回の

例会で年度が替わりま

す。それに伴って次年度

の準備も着々と進んでお

ります。本日は、次年度

役員・理事・地区出向・監査・委員長会が18

時30分より二代目にて開催されます。 

 先週の４日は「みどりの日」のため例会取

止めでしたので２週間ぶりの例会となりま

す。ゴールデンウィークは皆さん如何お過ご

しでしたでしょうか？ 

 人吉市では天候に恵まれた５月３日、４日

と日本百名城人吉お城まつりが開催され、呼

び物の武者行列など多彩な催しに賑わいを見

せ、来場者数が過去最多の４万人超を達成し

たと言われています。球磨川下り、ラフティ

ング、行楽地と家族連れや観光客が都市の自

然やイベント、観光を満喫された連休ではな

かったでしょうか？ 

 人吉お城まつりの翌朝５日は、早朝より

「クリーン人吉運動」が行われ、多くの方が

参加されました。当クラブの受け持ちは相良

護国神社境内周辺の清掃ということで23名の
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会員が参加され、お陰で大変きれいになりま

した。参加されました皆様お疲れ様でした。

御協力ありがとうございました。そして、準

備戴きました環境保全委員会の皆さん、あり

がとうございました。事業所や他団体で参加

された会員さんはメークアップになりますの

で事務局まで届けて下さい。 

 当クラブの例会場として日頃からお世話に

なっています「清流山水花あゆの里」さんが

２月より改装工事に着工されておりました

が、この度無事完了され、新たにリニューア

ルオープンされました。人吉ロータリークラ

ブとして心からお祝いを申し上げます。そし

て今後の発展を会員一同お祈り申し上げま

す。新売店、ライブラリーラウンジ・新客室

とすばらしく生まれ変わっています。是非帰

りに見学して帰られたら良いかと思います。 

 大型連休中、色々な出来事が起こりまし

た。連休の５月５日、北海道電力は午後11時

30分に定期検査の為、柏原発３号機の運転を

停止し、国内の原発50基全てが停止しまし

た。これは、昭和45年以来42年ぶりに国内の

稼働原発がゼロになる異例の事態となってい

ます。原発稼働停止による電力不足を回避す

るめどはたっておらず、家庭や企業は一段の

節電を求められる。原発による電力の供給に

は賛否両論の意見があり、今後の動きに目が

離せない状況であります。東日本大震災にお

ける福島原発事故から今日で丁度１年２ヶ月

が経過し、まさかここ迄、影響が及ぶとは思

いもよりませんでした。それから、４月29日

の高速バス事故、５月４日の北アルプスの遭

難事故、５月６日の茨城・栃木の竜巻災害、

そして各地での交通事故と痛ましい災害事故

が発生致しました。災害・事故に遭われまし

た方々にお見舞い、そしてご冥福をお祈り申

し上げます。 
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 本日は外山ヘルスサポート委員長より外部卓

話として、市保健センター健康増進係の尾方文

美枝様をお招きして、市民健診についてのお話

しを戴きます。宜しくお願い致します。 

 最後になりましたが、中島ガバナー補佐、国

際大会お疲れ様でした。お土産のゾウのマス

コットありがとうございました。 
 

   

      馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

①2013-2014年度赤山武興ガバナー・岡本光雄 

 地区幹事より、2013-2014年度ガバナー･地区 

 幹事･地区副幹事打合せ会の案内 

  日時：5月30日(木)18時～ 

  場所：人吉旅館 

 2013-2014年度延岡研一地区副幹事へ 

②2720地区ローターアクト地区代表坂田佳大氏 

 より、2012-2013年度第25回ローターアクト 

 研修会地区ホスト承認のお知らせ（2720地区 

 が全国34地区が集う開催地として承認） 

  開催予定；平成25年2月9日(土)10日(日) 

  場  所；熊本市民会館.ホテル日航熊本   

③熊本県青少年育成県民会議より平成24年度総 

 会の案内 

 日時;平成24年5月30日(水)午後1時～3時30分 

 場所；ホテル熊本テルサ3階 

 本田新世代委員長へ 

【5月11日定例理事会報告事項】  

○6/1賀寿会例会時間変更の件 

       →18：30～例会 その後賀寿会 

【回覧】 

 指宿ＲＣ週報 

 健康保険人吉総合病院広報誌｢翔｣ 

【配布物】  

 人吉RC4月27日例会会報 

       

   岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【ローターアクト委員会】   立山茂委員長 

 今月の人吉ローターアクト第１例会は連休の

為、明日に変更しました。今回はアクトだけで

例会をします。 

 それから嬉しいお知らせです。アクト福満君

が来年度2720地区の幹事に決定致しました。今

回人吉から地区幹事が出ることが出来ましたの

もロータリアン皆様のご協力のお陰と思ってお

ります。有難うございます。今後共どうぞ宜し

くお願い致します。 

 

【環境保全委員会】    延岡研一委員長 

 ５月５日のクリーン人吉運動早朝清掃参加の

23名の皆様、御協力ありがとうございました。 

 他団体で参加され方はメークアップ扱いです

ので出席委員会の方へお伝えください。 

 

【親睦委員会】       戸高克彦委員長 

   ４月のゴルフ表彰 ４４月のゴルフ表彰 ４月３０日月３０日  球磨ＣＣ球磨ＣＣ 

 

＊届け出欠席  

 中村・有村・北・馬場・鳥井・堤正・渡辺・有馬 

 平田・青木・片岡忠・木村・鳥越・尾上 
＊出席免除会員 

 (a) 石蔵, (b) 増田，愛甲，山本 

メークアップ 

 ＰＥＴＳ；中川・山賀 

 地区協議会；中島・和田・水野・本田・村山・平田 

       漆野 

本日の出席率 

会  員  数   68名   76.92% 

出 席 免 除 4名 4 / 20例会出席率  84.38％ 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 9名 

出 席 者 数 50名 修 正 出 席 率 98.44％ 

５月の誕生祝い５月の誕生祝い    

宮山 惇 会員   ３日 平田フク 会員  ９日 

                        ５月の結婚記念祝い５月の結婚記念祝い 

井手富浩 会員   ３日 渡辺洋文 会員   ６日 

岡啓嗣郎 会員  １５日 中川貴夫 会員  １８日 

原田知一郎会員 ２２日 村山能史 会員 ２８日 

片岡忠雄 会員  ２４日  

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 北 昌二郎 ８５ １８ ６７ 

準優勝 大久保勝人 ９２ ２３ ６９ 

３位 渡辺洋文 ８９ ２０ ６９ 

４位 中川貴夫 ７９ ６.4 ７２.6 

５位 堤 正博 ９２ １８ ７４ 

７位 戸高克彦 ８５ １０ ７５ 

１０位 堤  脩 １０１ ２４ ７７ 

ＢＢ 有村隆徳 敢闘 尾上暢浩 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  肥後⑤ 堤 正博  日向③ 大久保勝人  

  肥後⑧ 尾方芳樹  日向⑦ 浅野 強  

ﾄﾞﾗｺﾝ  
６７歳以上 肥後④鳥井正徳⑧堤 正博 

６7歳未満 肥後④村山能史⑧北昌二郎 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
６７歳以上 尾方芳樹 4２・4８・９０ 

６7歳未満 浅野 強  ４０・４１・８１ 



き、早期発見早期治療へとつなげ、それが市

民の医療費負担を減らすことになります。 

 これからも健康への意識を高めて頂くた

め、このような説明の場を是非設けて頂きた

いと思います。 

 今後共、ロータリーの皆様のご協力を宜し

くお願い申し上げます。 

 

        保健センター健康増進係長 

              尾方文美枝様 

○特定健診受診率と保険加入者の保険料負担 

 について 

    平成24年度特定健診受診率 

       目標値65％以上 

  現在特定健診申込数39.2％（2,823人） 

  達成まで1,864人です。 

 

   ✤特定健診受診のメリット✤ 

１.病気の予防や早期発見 

 生活習慣病（高血圧、糖尿病）は気づかな 

 いうちに長い期間で進行していきます。 

  たとえば、 

   ・若い頃に比べ体重が増えた方   

   ・体調がすぐれない方        

   ・不調は年のせいだと思っている方 

     ↓ 

 血液検査で何か異常のサインがあるかもし

れません。早めに気づいて血管の老化を防ぎ

病気を予防しましょう。 

２.治療中の方も是非受診を 

 健診では、治療している病気以外での検査 

も実施します。年に一回はカラダ全体の 

チェックをしましょう。 

３.平成24年度の受診率が65％に満たない場 

合、健康保険税が高くなる可能性がありま

す。 

 メタボリックシンドロームはなぜ血管を 

 傷めるのでしょう？  

     動脈硬化のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ヘルスサポート委員会】 

      外 部 卓 話 

 

             外山博之委員長 

 本日は恒例のヘルスサポー

ト外部卓話です。皆様はメタ

ボリックシンドロームという

言葉をご存じと思います。内

臓脂肪症候群と言います。

ロータリー会員の方にも多数

見受けられるように思います。 

 2008年から国が全国的にメタボリックシン

ドロームの概念を取り入れた特定健診を始め

ました。その理由は、亡くなられる方の最も

多くが糖尿病・心筋梗塞・脳梗塞・癌の４病

であり、その発症リスクが高くなる内臓脂肪

を減少させることで、糖尿病、高血圧症、高

脂血症、動脈硬化が減り、ひいては心筋梗

塞、脳卒中が減ってくることになるからであ

ります。 

 本日は市保健センターより松岡部長、健康

増進係の尾方係長にお出で頂きまして、ロー

タリアンの皆様の健康増進のために詳しくお

話しをして頂きます。宜しくお願いします。 

 

    健康づくりと市民健診 

  

           人吉市健康福祉部長  

              松岡誠也 様 

○市民健診について―経過と内容 

 『市民健診』とは、これまでの内容を大幅

に見直し40歳から74歳までを対象とした特定

健診の受診率の向上、生活習慣病の予防、医

療費の抑制を目的としております。 

 人吉市医師会と話し合いを重ね、古いネー

ミングを廃し『市民健診』とし、実施時期、

医療機関の受入拡大、受診しやすい環境を整

えて４月よりスタートしました。 

 複雑で分かりにくかった健診内容、時期的

にも一定していないことから、一本化をして

分かりやすくしようというのが第１でありま

した。更に、申込みについては、朝早くから

健診センターへ並んで待つことの無いように

病院との話し合いで日程を設定できるように

なりました。 

 それから、74歳までの方の健診と75歳以上

の高期高齢者の方の健診を区分設定し分かり

やすくしました。 

 国は自治体に特定健診受診率の目標を65％

以上と提示しました。受診率が低くなれば国

からの交付金が減額され、結果、住民の保険

料税負担が増えます。 

 健康で長生きするためには健診を受けて頂



 動脈硬化は、 

●血管内膜の内皮細胞を傷つけるものが多い 

●血管壁（内皮細胞の下）に入り込むものが 

 多い 

●血栓ができやすい 

 （できた血栓はとけにくい） 

 などの、因子を併せ持つ場合に進行しやす

くなります。これらの因子は、内臓脂肪が蓄

積した人に多く見られます。 

 →メタボリックシンドロームの人は、血管

を傷める因子を併せ持っている！ 

  

  ～ 健診内容 ～ 配布パンフレットより 

基本健診 

・ヤング健診 19～39歳.車健診のみ 

・特定健診  国保の40～74歳 

・後期高齢者健診 75歳以上 

追加健診 

・胸部レントゲン検診19歳以上 

・腹部超音波検査30歳以上 

・肝炎ウィルス検査40歳以上 

・大腸がん検診40歳以上 

・胃がん検診40歳以上 

・前立腺がん検診40歳以上 

・子宮頸がん検診20歳以上の偶数年齢 

・乳房超音波検診30～39歳・40歳以上の奇数年齢 

・マンモグラフィー検診40歳以上の偶数年齢 

・骨粗鬆症検診 

20.25.30.35.40.45.50.55.60.65.70歳車検診のみ 

・歯周疾患検診30.40.50.60.70歳病院検診のみ 

対象者の年齢の基準日は、当該年度の末日 

 

 最後になりますが、健診の結果についてよ

くわからないとのお声もあります。健診を受

けられた病院の先生にお尋ねされたり、ある

いは市の保健師も対応しておりますのでお気

軽にお問合わせ下さい。 

 本日は貴重なお時間をありがとうございま

した。 

【ニコニコ箱委員会】   岩本光義副委員長 
・宮原会長 松岡部長、尾方係長、本日は有 
 難うございました。中島ガバナー補佐、Ｒ 
 Ｉ国際大会への参加お疲れ様でした。ま 
 た、ゾウのマスコット土産ありがとうござ 
 いました。            2,000 
・堤脩会員 ①松岡部長さん、尾方係長さん 
 卓話ありがとうございました。②ゴルフの 
 賞品（飛距離でなく10位の飛賞）を頂きま 
 した。              2,000 
・齊藤会員 松岡さん、尾方さん、本日は卓 
 話ありがとうございました。同級生や同級 
 生の弟さんが市政の中でもトップとしてご 
 活躍されている事に、自分の年齢も忘れて 
 おりました。国保審議会でも健康診断の大 
 切さを痛感しております。本日はありがと 
 うございました。         2,000 
・葉山会員 尾方様、プログラムにご協力頂 
 き、ありがとうございました。松岡先輩よ 
 うこそおいで頂きました。     1,000 
・外山会員 健診卓話ありがとうございまし 
 た。松岡部長、尾方係長へ。    1,000 
・立山会員 松岡さん尾方さん、よくおいで 
 頂きました。お二人の来訪を歓迎します。 
 市役所のエースとして益々のご活躍を期待 
 します。             1,000 
・宮山会員 誕生祝ありがとうございます。 
                  1,000 
・原田会員 結婚記念日祝い品を頂きまし 
 た。有難うございました。     1,000 
・和田会員 早朝清掃に参加出来ませんでし 
 た。すみません。朝4時に修理の電話があり 
 冷凍機の前に座り込んでいました。 1,000 
・片岡啓一会員 5月5日早朝清掃欠席しまし 
 た。7番目の孫の顔を見に行って来ました。 
                  1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード5/11合計13,000 

 
【Ｒ財団カード】 和田栄司委員長 
・武末会員 連休中、周年行事で行ったこと 
 がある佐伯市に行ってきました。途中、お 
 腹が痛くなり、清和村のトイレに飛び込み 
 スカッとして帰って来ましたら現金入りサ 
 イフを落としたことに気付き、諦めていた 
 所、拾った人から電話があり、送ってきま 
 した。残り少なかった現金をスマイルしま 
 す。        （運のついた＄100） 
・葉山会員 全葬連 葬儀 事前相談員制度の 
 資格を修得出来ましたので財団に寄付させ 
 て頂きます。（因みに全国で132名。県内で 
 2名の修得でした。）       ＄100 
 
 

     点 鐘  宮原和広会長 

 

 


