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歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  鳥井正徳委員長 

          国 歌     「君が代」 

           Ｒ Ｓ   「奉仕の理想」 
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    山賀勝彦会長 
 

 みなさん、こんにちは。 

 高齢化社会と言われるようになり久しくな

りますが、近頃『終活』と云う新たな言葉が

マスコミなどで聞かれるようになりました。 

この終活とは就職活動ではなく、自分の最後

をどのように快適に過ごし、終焉を迎えるか

と云う事だそうです。皆さん方には無縁の事

だと思いますが、少子化・核家族化となって 

来た現在、益々深刻化するのではないでしょ

うか。今日は今後のわが身の為に、真剣に研

修して帰りたいと思います。 

 本日は、外山博之会員のご好意によりまし

て、複合型高齢者施設『愛生会長寿セン

ター』の職場訪問が実現できました。 

 記録を見ますと、愛生会病院の職場訪問

は、下城本町の『ケアハウスあいせい』・南

泉田町の『愛生会外山病院』と、今日の『長

寿センター』で３度目の職場訪問をさせてい

ただいております。外山会員には感謝申し上

げますとともに、お世話になります。 

 13日(土)･14日(日)は、第１５回民謡民舞九

州地区大会がカルチャーパレスで日本民謡協

会・人吉商工会議所の共催で開催されまし

た。1,200名の民謡愛好者が九州各地より集

い、日頃の声自慢、踊り自慢を全国大会の出

場権を目指し競い合いました。私も開会式を

覗いてみましたが、例年通りそれは寂しいも

ので、郡市内の観客はほとんどいなくて、全

て出場者でそれも数十人位の開会式の参加者

でした。 

 我が社も例年通り物産協会の一員として、

土産物の販売をしました。当クラブの高山会

員、釜田会員、塚本会員、永尾会員さんが出

店をされていましたが、販売はいかがだった

でしょうか。皆さん財布のひもは堅く、当社

の二日間の売り上げは昨年より少なく、十年

前と比較すると半額となっています。各ブー

スを廻ってみても、昨年よりお客が多いとこ

ろは、例のお菓子屋さんで、あの『味噌饅

頭』が相変わらずの売れ行きでした。さすが

『鶴ベーの家族に乾杯』の影響は今年も衰え

ていないようでした。 



 明日20日(土)は、玉名中央ＲＣの創立30周年

に浅野幹事、片岡啓一会員、中川会員、渡辺副

会長と私の５名で出席してまいります。 

 また、翌日２１日(日)は、地区協議会が人吉

カルチャーパレスで開催されます。いよいよ渡

辺年度が始動し始めました。参加される方々は

ご苦労様です。 

 最後に、先週配布されましたガバナー月信の

表紙に、地区大会のスナップ写真が出ていまし

たが、当クラブのメンバーも表紙に、又、裏表

紙には安達会員の御嬢さんの『天音美広』さん

や、人吉ローターアクト全員が掲載されていま

したのでご覧になって下さい。 

 これで本日の会長の時間を終了します。 

 

 

    浅野 強幹事 
 

【連絡事項】 

１．ＩＭの交通の件ですが、バスを手配する 

  か、各自球磨川鉄道、もしくは自家用車 

  か、ＦＡＸで確認させていただきます。 

２．５月25日夫人のつどいの案内を差し上げて 

  おります。出来るだけ多くの参加宜しくお 

  願いします。合わせて返信も宜しくお願い 

  します。  

【回覧物】なし 

【例会変更、取止め】    

・熊本東ＲＣ 5月14日例会は職場訪問のため 

       例会会場変更「新聞博物館」 

・指宿ＲＣ  4月30日は例会取止め 

        5月7日は18時半からに変更  

    

       

     戸高克彦会員 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次年度より】       渡辺洋文副会長 

 次年度より連絡します。明後日の２1日は次

年度の地区協議会が人吉カルチャーパレス・

スポーツパレスで開催されます。時間は10時

から16時30分までです。参加者は９時半まで

にカルチャーパレス入口前に集合してくださ

い。 

     地区協議会参加者 

 会員増強・拡大委員会委員長  中川貴夫 

 ポリオプラス委員会委員長  中島博之 

 資金推進委員  和田栄司 

◇ガバナー補佐・会長・幹事部会  

  会長 渡辺洋文 

  幹事 井手富浩 

◇広報・ＩＴ部会  

  クラブ広報委員長 馴田信治 

◇会員増強部会 

  会員組織増強委員長 塚本哲也 

◇職業奉仕部会 

  職業奉仕委員長  岩井和彦 

◇管理運営部会 

  クラブ管理運営委員長 鳥井正徳 

    〃   副委員長 有馬宏昭 

◇新世代奉仕部会  

  新世代委員長 馬場貞至 

  ローターアクト委員長 安達玄一 

◇奉仕プロジェクト部会 

  奉仕プロジェクト委員長 立山 茂 

  国際奉仕委員長 （副）永尾禎規 

◇Ｒ財団部会 

  Ｒ財団委員長 延岡研一 

◇米山記念奨学部会 

  米山奨学委員長  宮原和広 

 

【雑誌委員会】       立山茂委員長 

   米山記念奨学委員会の皆様へ 

 この度のベトナム学校支援事業は素晴らし

いと思います。入会以来人吉クラブ独自の社

会奉仕事業ができたらいいなと思っていまし

たので嬉しく思います。今後の展開が楽しみ

です。ついては６月のベトナム訪問には10名

が参加とのこと。ぜひ“ロータリーの友”の

ロータリーアットワークに投稿したいと思い

ますので宜しくお願いします。 

１．600字以内の報告書 

２．写真  ※Ｅメールでの投稿になります 

２つが必要です。特に写真は何枚も撮って来

てください。（採用は１枚）６月がベトナム

行きですので雑誌委員会最後のご奉公で今回

の事業を全力で応援したいと思います。 

何としても“ロータリーの友”に載せるぞ！ 

本日の出席率 

会   員   数   66名   72.58% 

出 席 免 除 4名 4/5例会出席率 82.26％ 

欠 席 者 数 17名 補  填  数 11名 

出 席 者 数 45名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

有村・片岡忠・中川・田中・渕田・木村・中村・鳥越・伊久美 

小林清・高山・漆野・岩井・小林祐・武末・北・和田 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，釜田 

＊メークアップ  

次年度赤山Ｇ会議；延岡・尾方・有村 

地域発展委員会家庭集会；葉山・鳥越  

人吉ＲＡＣ花見例会；浅野・武末・渕田・中島・立山・水野 



【職業奉仕委員会】  

      

          職 場 訪 問 

       愛生会長寿センター 

     

     進行  水野虎彦委員長 

 本日は、うららかな晴天に恵ま

れ、無事職場訪問例会を開催する

ことが出来まして、また、医療法

人愛生会理事長 外山博之先生、

町田美治施設長には、この度の職

場訪問例会を快く受け入れて頂き、心よりお礼

申し上げます。 

 先週より、本日の愛生会長寿センターに打ち

合わせと、下見に参りましたが、医療・介護・

福祉施設との連動という外山先生の理念が形と

なった大変すばらしい施設だなと感服致しまし

た。本日は今後の福祉のありかた等勉強させて

頂きたいと存じます。有難うございます。 

 

     点 鐘  山賀勝彦会長 

      

  

 

 

 

 

≪施設の特徴≫ 

  ・地域密着型の複合型高齢者福祉施設 

 ・天然温泉 

 ・防火・耐火建築、太陽光発電 

 ・医療機関その他の介護事業所が隣接 

 ・手作りで栄養管理された食事 

 ・公文式学習療法 

 ・交通の利便性 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ棟 

（１Ｆ） 小規模多機能ホーム愛生  

 小規模多機能型居宅介護・・・介護が必要に

なっても、住み慣れた家・地域で安心して生活

できるように、必要に応じて「通い」を中心に

「泊まり」「訪問」を組み合わせて利用できる

在宅介護サービスです。 

（２Ｆ）第２有料老人ホーム愛生 

 住宅型有料老人ホームです。 

 全室個室（ベッド設置あり） 

 ナースコール・エアコン完備 

 テレビ・電話設置可能 

小規模多機能のサービスが利用可能です。 

（３Ｆ）第２グループホーム愛生 

 認知症高齢者の施設です。 

 ☆介護度１～５認定者 

 ☆認知症の診断を受けている方 

 ☆共同生活が営める方 

 ☆人吉市に住所のある方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場訪問 見学場所 



Ｆ棟 

 大浴場 天然温泉かけ流しにて大好評です。 

Ｈ棟 ヘルパーステーション愛生会 

 介護福祉士などが自宅へ訪問して、家事支

援、身体介護などを行い、利用者様の在宅生

活を支援いたします。 

 

Ⅰ棟 長寿センター愛生 

 ３ 人 の 介 護 支 援 専 門 員（ケ ア マ ネ ー

ジャー）が在籍し、その人にあった適切なケ

アプランを作成します。いつでもご相談くだ

さい。 

 

          

 

 

 

Ｂ棟  

（１Ｆ）介護予防センター 

 介護保険 要支援1.2 認定者 

（特色） 

 温泉とリハビリ･クラブ活動で介護予防 

自立を促進するバイキング形式の昼食を提供

協力ボランティア様によるクラブ活動が充実 

   絵手紙･書道･太極拳･ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ･他 

（２Ｆ・３Ｆ）第１有料老人ホーム愛生 

 定員：２５名 

 対象者：慨ね60歳以上の高齢者 

 （介護認定の有無は不問） 

 住宅型有料老人ホームです。 

 全室個室（ベッド設置あり） 

 トイレ･洗面・ナースコール・エアコン完備 

 テレビ・電話設置可能 

 在宅介護サービスが利用できます。 

Ｃ棟  

 デイサービスセンター愛生 

 認知症専門のデイサービスです。少人数で

職員の人員配置が手厚いため、個別ケアが充

実しています。 

  定員12名 月～土 

  園芸・調理・裁縫・ゲーム 

  回想法（昔話･グループ会話） 

  音楽療法 

  戸外活動（散歩、バスハイク等） 

  公文式学習法 

Ｅ棟 

 多目的ホール 

 研修会、会議、イベントなど幅広く活用し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会は、こちらの多目的ホールを使わせて頂

きました。食事の後、管理栄養士さんから甘さ控え

め手作りスイーツをいただきました。お忙しい中あ

りがとうございました。 

高齢者の方が、自分で調理できる

簡単メニューを大きな文字で見や

すく作成してあります。 

 
 
 
 
 
「ロータリー入会の意義」 

 

 ＲＣには入会したいと思っても直ぐに入会でき

るものではない。会員の誰かが推薦し、会員選挙

の手続きを経て、更にクラブ細則に従い会員の同

意が必要である。このようにして入会が認められ

たということは、クラブが真にあなたを必要と

し、あなたもそれを承諾したからである。 

 

その理由は、  

・ロータリーが理想とする奉仕の精神をあなたの

業界に広めて頂くのに、クラブはあなたを最適任

者と認めたのである。  

・クラブの全会員はあなたの職業的、社会的品行

を高く評価し、あなたとの親交を深めることを希

望し、それによって自分の知らない知識を得るこ

とも出来、ひいては社会奉仕を更に広め、お互い

の人間性も向上してゆきたいと願っているという

ことである。  

 

        ロータリー情報マニュアル2010  

ＲＯＴＡＲＹひと口メモ  Ｒ情報委員会 


