
  
     宮原和広会長 
  

 先週の例会は９名の賀寿お祝いで和気藹々の一

夜を過ごすことができました。親睦委員会の皆

様、ありがとうございました。 

 ６月４日午後、鹿児島気象台によると九州南部

が梅雨入りしたと発表がありました。平年より４

日、昨年より12日遅い梅雨入りだと言われていま

す。梅雨についての語源を調べてみましたら、こ

の時期は梅の実が熟す頃であるからという説や、

この時期は湿度が高く、カビが生えやすいことか

ら「微雨（ばいう）」と呼ばれ、これが同じ音の

「梅雨」に転じたという説、この時期は「毎」日

のように雨が降るから「梅」という字があてられ

たという説がある。普段の倍、雨が降るから「倍

雨」は、こじつけであると言われています。 

 関連語に「梅林（ばいりん）」、旧暦で５月頃

であることに由来する「五月雨（さみだれ）」、

麦の実るころであることに由来する「麦雨（ばく

う）」などがあります。おもしろい表現に「五月

雨」の語が転じて、梅雨時の雨のように物事が長

くだらだらと続くことを「五月雨式」と言われる

ようになったそうです。いずれにしても、気温が

高く湿度も高い蒸し蒸しした日がやがてやってき

ます。体調を万全に整えて梅雨の時期に対応して

下さい。 

 米山奨学生のチェン君が先月に引き続き、来訪

してくれました。１ヶ月に１回、世話クラブから
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奨学金を受け取るシステムになっているようで

す。 

 ここで、米山記念奨学会について少し触れてみ

たいと思います。財団法人ロータリー米山記念奨

学会は、日本で最初のロータリークラブを創立し

た米山梅吉氏の功績を記念して東京ロータリーク

ラブが1952年に米山奨学制度を設定し、1953年か

ら米山募金を開始した民間最大の奨学団体です。

米山奨学事業の大きな特色は、単に奨学金を支給

するだけでなく、奨学生一人ひとりに対する世話

クラブとカウンセラーをお願いして、生活上、ま

た勉学上の支えとなっている制度と書かれていま

した。 

 今回、当クラブは世話クラブとして初めて奨学

生を受け入れることが理事会で承認されました。

世話クラブは、米山奨学会からの依頼に基づき、

クラブ理事会の承認を得て、奨学年度を通じ、奨

学生を毎月定例例会に招待し、奨学金を支給し、

クラブ会員との交流に心を配り、ロータリーの理

想とする国際理解と親善に寄与するように配慮し

てクラブ会員の中より奨学生のカウンセラーとし

て最も適任の方を選任して戴き、心の通ったお世

話を願っています、と書かれています。 

 カウンセラーを米山記念奨学委員会の片岡委員

長に引受けて戴いております。伝統ある当クラブ

の初めての事業ですので、チェン君にすばらしい

環境を、片岡委員長の元、作ってあげたいと思い

ますので皆さんの協力を宜しくお願い致します。 

 本日は、ヘルスサポート委員会の外山委員長の

お世話で、人吉市高齢者支援課の瀬上課長と渕上

介護予防係長をお招きして「人吉市認知症対策に

ついて」という演題で卓話をして戴きます。私を

含めて対象者の方がいらっしゃると思いますの

で、真剣に話を拝聴したいと思います。宜しくお

願い致します。 

 

    馴田信治幹事 

 
【連絡事項】 

①2720地区本田光曠ガバナーより201-2015年度ガ 

 バナーノミニー候補者（赤山武興ガバナーの次 

点 鐘          宮原和広会長 
 
歌 唱        ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 村山SAA委員 

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行    葉山ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介   宮原和広会長 
   

  人吉市 高齢者支援課  課長   瀬上雅暁 様 

      〃  介護予防係長   渕上麻美 様 
 
 2720地区米山記念奨学生  ブ・ゴク・チェン君 



 の方）の推薦について（お願い） 

 提出期限；2012年8月10日(金)必着 

 提 出 先；岡村ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所内ｶﾞﾊﾞﾅｰ指名委員会宛 

②2530地区相双分区ガバナー補佐酒井善盛氏より、 

 福島県小高工業高校（仮設校舎）での義援金贈呈 

 式出席のご案内 

 （欠席の場合は感謝状を送りますとの事） 

③森と水のネットワーク代表小川香様より国際ヘリ 

 テージローズ会議ウェルカムパーティーへの参加 

 お礼。 

④人吉市柔道大会より第39回人吉球磨中学生柔道大 

 会への案内とあいさつのお願い(6月10日午前9時～ 

 開会.ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾚｽ） 

【例会変更】 

熊本城東RC6/25→取止め 

熊本北RC6/21→慶祝家族会のため18:30～ 

                料亭新茶屋にて 

指宿RC6/26→6/25レディース合同例会のため 

            18:30～ホテル秀水園にて 

人吉中央RC→6月の例会予定を各ﾃｰﾌﾞﾙに配布 

【回覧】 

 健康保険人吉総合病院広報誌「翔」 

 人吉中央RC.指宿RC 週報 

【配布物】 

 ガバナー月信6月号   ロータリーの友6月号 

 人吉RC5/18.5/25例会会報 

 2012-13年度ロータリー手帳 
 
【米山記念奨学委員会】   
           片岡啓一米山カウンセラー          
 本日も、米山奨学生のチェン君が例会を訪問して
くれました。以前お話しましたように、チェン君に
は、例会の席で、毎月会長より奨学金を本人に手渡
すことになっています。米山奨学金は、学部生の場
合、１年間だけ月10万円を支給します。外国からの
留学生は、日本と違ってほとんどが親からの仕送り
を受けていません。アルバイトや奨学金などで学費
や生活費をまかない、約２万円ぐらいのアパートで
自炊をしながら学業に励んでおります。４年生です
から、卒業試験や論文など、バイトに行く時間も惜
しいほどたいへん忙しくなります。そんな中、米山
記念奨学金は他の奨学金と比べて倍以上の金額が支
給されるので、本人たちは大変喜んでおります。と
同時にたいへん難しい奨学金試験に合格しての受給
ですから、米山の奨学生はそのことを大変誇りに
思っています。チェン君がしっかり勉強に励み、彼
の夢を実現し、そして将来日本とベトナムの懸け橋
となる日を期待し、皆さんで応援していただければ
と思います。 
        チェン君へ奨学金の授与 
                 宮原和広会長 

 チェン君、シンチャオ！ 
 米山奨学委員会からお預かり
しました奨学金を本日チェン君
にお渡しします。私からは最初
で最後です。７月からは山賀会
長エレクトからお渡しして戴く
事になります。チェン君には勉
学に励んでいただき、そして人

吉ロータリークラブは世話クラブとして片岡カウン

セラーと共にチェン君を支えていかなければなりま
せん。皆様のご協力を宜しくお願い致します。 
 
              ブ・ゴク・チェン君 
 人吉は２回目になります。私はこのように皆様と
出会えたことが嬉しいです。奨学生になってとても
ラッキーだと思います。これからも勉強にもっと
もっと頑張りたいと思います。宜しくお願いしま
す。 
 

【ガバナー補佐より】   中島博之ガバナー補佐  

 今週一週間、各クラブにお詫びの

行脚をしてきました。と言いますの

は、最後の行事であるＩＭ実施につ

いてであります。分区の全会員から

負担金を預かり、計画実施するにふ

さわしいものを各クラブの会長さ

んにもご相談をしてまいりましたが、どうしてもよ

いアイデアが浮かばず、最終的に今年度はＩＭ中止、

ということを皆様にお願いすることにしました。 

伝統的に続けておられた６分区のＩＭを中止としま

したことに対し大変申し訳なく思っております。 

  

     ≪寄付の申し出≫  

                 葉山稔洋会員 

 ６月３日の家族葬専用斎場

「ファミリーホールすみれ」

オープン祝賀会には多くの皆

様にお祝いをして頂き、お礼

申し上げます。記念としてＲ

財団と米山記念奨学会へ寄付

をさせて頂きます。ありがと

うございました。 
 
   
    岩井和彦委員長 

 
 
          
  
 
 
 

 
 
 
 

【ローターアクト委員会】    青木一幸副委員長 
 前回のアクト例会は賀寿会と重なった為、延期と
なりました。次回例会は14日（木）午後7時30分よ
り立山商店、茶の蔵で行ないます。多くの参加でア
クトを盛り上げて下さいますようお願いします。 

本日の出席率 

会  員  数   67名   92.19% 

出 席 免 除 3名 5 / 25例会出席率  79.69％ 

欠 席 者 数 5名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 59名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 中村・高山・立山・丸尾・戸高 

＊出席免除会員 

 (b) 増田，愛甲，山本 

メークアップ 

クリーン人吉；高山 

多良木RC例会；宮山・村山・中川・中島・馴田・大賀・尾上 

       大久保・浦田・和田・渡辺・山口            



い。平成37年には、323万人という推計がされてお

ります。あまりにも大きい数字ですので、これを人

吉でみてみます。同じく２ページの下をご覧くださ

い。これは、介護の認定を受けていらっしゃる方に

限っての統計です。認定者の76％の方には認知症が

あるということになります。認定を受けていらっ

しゃらない方の中にも相当数の認知症の方がいらっ

しゃることが、予想されます 

 統計てきには、３ページの上に示していますよう

に、65歳以上の人では、10人に１人、85歳以上の人

では、３〜４人に１人、若い人の認知症も増えてい

まして、210人に１人は、認知症ということになり

ます。 

 このように、認知症の方が、地域で増えていって

いる中で、人吉市ではどんな取り組みをしているの

かというお話にはいります。お配りをしていますピ

ンク色の冊子をご覧下さい。今年３月に市で作成し

たものです。開けていただきまして、１〜２ページ

は、いろんなところで、何度もお聞きになっている

内容です。お帰りになられましてからゆっくり目を

通してください。 

 相談窓口として、３ページに示しています。どう

していいのかわからないというときは、市役所内に

あります地域包括支援センターにご相談ください。

電話でも、窓口にお出でいただいても、あるいは自

宅に来て相談のって欲しいなど相談方法はいろいろ

あります。相談を受けたら、医療面に関しては、次

に書いております、かかりつけ医・認知症サポート

医に相談をさせていただきます。包括支援センター

で、事前に先生方に連絡をとらせていただいたり、

一緒に受診に付き添うこともあります。認知症サ

ポート医とは、冊子に書いておりますように、認知

症患者の診療に習熟され、かかりつけ医への助言そ

の支援をしていただくほか、専門医療機関や地域包

括支援センターへの連携をしていただく先生方のこ

とをいいます。人吉市には、外山先生はじめ８名の

認知症サポート医がいらっしゃいます。 

 コピー資料の３ページ下に図式化してありますの

でご覧ください。医療機関と地域をつなぐ役割であ

ることが、ご理解いただけるとおもいます。 

 また、専門医療機関として、地元には、吉田病院

さんが、昨年６月に認知症疾患医療センターの指定

を受けていらっしゃいます。県内には、10箇所の認

知症疾患医療センターがあります。コピー資料の4

ページの上をご覧下さい。中心となる病院を大学病

院とし、各地域の病院を指定してあります。 

冊子の４ページには、認知症に限らず、いろいろな

相談の窓口をご照会しています。 

 家族を支える活動としまして、高齢者見守りネッ

トワークというものがあります。 

 コピー資料の４ページ下をご覧ください。徘徊の

心配な高齢者に対して、事前にご本人の状況を配布

し、普段からの見守りと行方不明時の早期発見に役

立てようというものです。コピー資料の５ページに

は、写真をいれた情報提供書の雛形を載せていま

す。本人の特徴、一人一人の動きの様子から、何時

以降は、引き止めて家族等へ連絡をくださいという

ものや、昼間は、歩いて行かれた方向を記憶に留め

ておいてくださいなど対応の仕方、それから連絡先

                        ６月の結婚記念祝い６月の結婚記念祝い 

宮山 惇 会員   ４日 延岡研一 会員  ２１日 

【親睦委員会】          漆野智康副委員長 
 皆様のご協力のお陰で五大親睦活動の最後の行事
である賀寿会を終えることが出来ました。  
 親睦委員をはじめ、皆様のご協力と、岩本泰典先
輩の温かいご指導、親睦活動をして頂き感謝致しま
す。また、鳥越会員の飛び入り参加ありがとうござ
いました。それでは６月の結婚誕生祝いを行いま
す。 

 
 
 
 
   ☆５月ゴルフ入賞の皆様、おめでとうございます☆ 
                          
 
 
 
                
 
 
 
 
 
【ヘルスサポート委員会】 進行；外山博之委員長 

      
  高齢者支援課長 瀬上雅暁 様 
 
   はじめに… 
   卓話趣旨説明・講師紹介     
      
 

 
    
  外部卓話 
   認知症と対策について 
 

 講師 高齢者支援課介護予防係長 

         渕上麻美 様 
 

  今日は、人吉市における認知症への取り組みに

ついてお話をさせていただきます。 

まずは、認知症についての前に、人吉市の高齢者

の現状ですが、お手元にお配りしております、コ

ピー資料の１ページ目の下をご覧下さい。高齢者と

は、65歳以上の方のことを言います。「こんなに若

いのに失礼な！」と思われる方もあるかもしれませ

んが、統計上大変申し訳ありません。人吉市には、

最新の統計が５月末現在ということになるのです

が、10,582人の高齢者がいらっしゃいます。高齢化

率が、今年度に入りまして、30％をこえました。 

 高齢者が増えていく中で、認知症高齢者はどれく

らいいらっしゃるか、資料２ページの上をご覧下さ

６月の誕生祝い６月の誕生祝い    

塚本哲也 会員   7日  

葉山稔洋 会員  29日 

木村正美会員   26日 

戸高克彦会員   29日 



を記載しております。警察・消防などはもとろんの

こと、町内会長・民生委員などの地域の役員の方、

タクシー会社・新聞社・コンビニエンスストア・商

店・ガソリンスタンドなど、多くの地域の方々にご

協力をいただいております。 

 それから、冊子の５ページ中ほどに戻って下さ

い。「ＳＯＳキーホルダー」です。現物をお持ちし

ました。番号登録により、外出先などで、救急搬送

されたとか、道に迷っているなどの時に地域包括支

援センターに番号を伝えていただくことで、ご本人

の住所・氏名・緊急連絡先などの情報確認を行える

というものです。先日１件このキーホルダーを使っ

た事例がありました。東校区にお住まいの方が、西

瀬校区で、自転車に乗ってうろうろされており、通

りかかりの方が声をかけてくださったのですが情報

がえられない。何か身分を示すものがないかと捜し

ていらしたら、首からさげたこのキーホルダーをポ

ケットの中から発見。家族に連絡ができことなきを

得たということがありました。65歳以上のご希望の

方には無料で差し上げております。 

 その下には、位置検索システムといいまして、

GPS機能のついた機器を持っていただく事業をして

います。これは、行方不明時にパソコンで検索する

ことで、ご本人の居場所が特定できるというもので

す。 

 ６ページには、認知症サポーター養成講座のこと

を載せております。認知症を多くの方に理解してい

ただき、見守りやちょっとしたお手伝いをして頂け

たらと思っています。学校・職場・地域で学んで頂

く場をいただければありがたいと思います。 

 コピー資料の６ページをご覧下さい。徘徊模擬訓

練と書いております。今年の２月に人吉では初めて

東校区の１部をモデル地区として実施をしました。

行方不明者が家族にでたら、警察に行ってどんなこ

とを聞かれるのか、近所で、認知症ではないかと思

う方にであったら、なんと声をかけるのか、等寸劇

を見ていただき、徘徊役４人の方に地域を歩いてい

ただき、参加者は実際に声をかけてみるという体験

をしていただきました。多くの地域で引き続き実施

しながら、地域の皆様で見守ていただける体制が出

来上がるといいなあと思っています。今年度もどこ

かの校区または町内で行いますので、関係地域に該

当されたら是非ご協力をよろしくお願いします。 

 最後に６ページの下をご覧下さい。もの忘れ相談

を月に１回市役所で行なっています。 

ご本人が認知症になったのでは心配してこられた

り、ご家族だけで対応の仕方を相談に来られたりし

ています。病院まで行って・・・とおっしゃる方に

は、この相談会があることをお知らせいただければ

ありがたいです。 

 冊子の７ページ以降には、介護サービス事業所を

のせております。適宜ご活用下さい。 

 以上、本日は貴重なお時間をいただき誠にありが
とうございました。今後とも宜しくお願い申し上げ
ます。 
 
【ニコニコ箱委員会】     岩本光義副委員長 
・外山会員 瀬上課長、渕上係長、卓話ありがと 
 うございました。           2,000 

・岩井.青木会員 同級生の瀬上君、渕上さん、今 
 日は大変有意義な卓話をありがとうございまし 
 た。私達はまだまだ若いですが、万が一、市内 
 を徘徊するようなことがあれば、どうぞよろし 
 く保護下さい。            2,000 
・塚本会員 瀬上君、渕上さん、今日はありがと 
 うございました。また、誕生祝、ゴルフ表彰と 
 たくさん頂きありがとうございました。 2,000 
・中島ガバナー補佐 ＩＭ中止と致しました。伝 
 統あるＩＭを私の年度で中止しなければならな 
 くなりました。力不足で申し訳ありません。ご 
 めんなさい。                         10,000 
・堤脩会員 瀬上課長様、渕上係長様、本日の卓 
 話ありがとうございました。      2,000 
・宮原会長 ○瀬上会長、渕上係長、本日は身近 
 に思える認知症について卓話を戴き、今後の参 
 考になりました。○チェン君、来月も来て下さ 
 い。                 2,000 
・賀寿お祝い９名の皆様より 
  ＜伊久美･釜田･岩本泰典･鳥越・牛島・愛甲 
  安達・岩本光義・漆野＞会員       
 盛大なお祝いを催して頂き、有難うございまし 
 た。今後もそれぞれの道で頑張っていきますの 
 で宜しくお願いします。        90,000 
 
・傘寿のお祝いありがとうございました。日本の 
 男性の平均年齢に達しました。(伊久美会員) 
・私の傘寿の祝いを人吉ＲＣの皆様で祝って戴き 
 有難うございました。    (釜田会員) 
・喜寿を祝って頂きありがとうございました。 
               (岩本泰典会員) 
・先日は喜寿の御祝有難うございました。 
               (鳥越会員) 
・6/1喜寿のお祝いをして頂きありがとうございま 
 した。           (牛島会員) 
・先週の賀寿の会。難産があり、とうとう出席出 
 来ませんでした。日頃の無沙汰お詫び申し上げ 
 ます。古稀の祝とは誰の事でしょうか？私は還 
 暦の祝のはずです。安達さんの前頭部のあの貫 
 禄、古稀ですね。      (愛甲会員) 
 
・堤正博会員 久しぶりにゴルフ優勝で賞品をい 
 ただきました。前回は何年前だったか記憶が無 
 いぐらいです。ありがとうございました。2,000 
・葉山会員 3日の祝賀会には大変お世話になりま 
 した。誕生祝いありがとうございました。（体 
 型そのままの29にくの日）       2,000 
・友永会員 早退します。        2,000 
【Ｒ財団カード】      和田栄司委員長 
・伊久美会員 傘寿を迎えました。平均年齢を越 
 えますようこれから生きて行きます。  ＄100 
・葉山会員 熊本県葬祭事業協同組合(41社)の理 
 事長に就任しましたので財団に寄付させて頂き 
 ます。                ＄100 
・和田会員 5月末までで財団寄付が140＄/人を超 
 えました。皆様のご協力に感謝いたします。ポ 
 リオの特別寄付＄434は別にです。又、来年もよ 
 ろしくお願いします。         2,000 
    
 
       点 鐘  宮原和広会長 

  


