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点 鐘           鳥井正徳会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 安達玄一副委員長 
                   
            国 歌「君が代」 
            
            Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 
 
司会・進行    水野ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

来訪者紹介  鳥井正徳会長 

日本医療マネジメント学会第14回九州･山口連合大会会長 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

       人吉医療センター院長 木村正美 様 

 
   
   会長 鳥井正徳 

 

 本日は私の年度の最後の例会となりました。

今の気持ちはご想像にお任せします。 

 昨日、一年間を振り返りこれまでの会報を全

部読み返しました。本当に宝物のように思いま

した。大事にしたいと思います。 

 ご協力ご支援のお陰で一年間を無事に過ごす

ことが出来ました。心から感謝申し上げます。 

 この後にお時間を頂きまして、一年間のお詫

び総括なりを申し上げたいと思いますのでどう

ぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

   

     幹事 有馬宏昭 

 

【連絡事項】 

①国際ロータリー2720地区ガバナー事務局よ 

 り2015年7月のロータリーレートは、 

 １ドル=１２４円となります。との連絡があ 

 りました。 

②指宿ロータリークラブから、創立５０周年 

 記念式典出席の礼状が届いています。 

 →鳥井会長へお渡しします。 

③熊本県広告景観向上推進協議会から第２８ 

 回くまもと景観賞の応募作品募集のリーフ 

 レットが届いています。 

 →社会奉仕委員長へ 

④人吉市自衛隊協力会松岡隼人会長から平 

 成27年度人吉市自衛隊協力会理事会開催の 

 通知が来ています。 

 日時：平成27年7月9日(木)午前10時00分～ 

 場所：人吉市市役所本館３階 第一会議室 

 →延岡会長エレクトへ 

⑤人吉商工会議所青年部事務局から九州ブ 

 ロック商工会議所青年部連合会平成２７年 

 度会長就任の大山善生君激励会の出席依頼 

 が届いています。 

 日 時：平成27年7月7日(火)午後７時から 

 場 所：アンジェリーク平安     

 →延岡会長エレクトへ 

 

【回覧物】 

 熊本県環境生活部県民生活局くらしの安全  

 推進課青少年班から、平成27年度 

「青少年の非行・被害防止全国強調月間」 

 啓発広報ポスターが届きました。 

 →掲示します。 

 

【来訪者よりご案内】 

  日本医療マネジメント学会第14回九州･山口連合大会会長 

      ＪＣＨＯ 人吉医療センター院長 

                木村正美様 

 この度、平成２７年１１月２０日（金）、

２１日（土）の両日に、日本医療マネジメン

ト学会 第14回 九州・山口連合大会を、人

吉市の人吉カルチャーパレス・人吉スポーツ

パレスを会場に開催することとなりました。 

  日本医療マネジメント学会は、医療マネジ

      鳥井年度最終例会   



 1983年以来32年間続いていた会費の値上げを皆

様にお願いするということでございます。 

 皆様に郵送しました改正案のとおり、細則第５

条第２節について改正を提案させていただきま

す。 

              会長 鳥井正徳 

 延岡エレクトよりご説明がございました細則改

正について皆様からご承認いただけますでしょう

か。～承認を拍手で採決（全員賛成）～ 

 ご承認ありがとうございました。 

 

 ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
  

 和田栄司会員より、Ｒ財

団ポリオプラスへご寄付が

ありました。 

 

 

 浦田繁喜会員より、人吉

ＲＣ奨学金基金へご寄付が

ありました。 

 

  

 

 鳥井正徳会長、有馬宏昭

幹事より「任務終了を記念

して」Ｒ財団、米山記念奨

学会、人吉ＲＣ奨学金基金

へご寄付がありました。 

 

 

  委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次年度】      次年度幹事 水野虎彦 

 次年度より人吉ＲＣのホームページについてお

知らせいたします。これまでＯＣＮの無料オプ

ションサービスを利用しておりましたが、サービ

スが６月末で終了されるため、有料サーバに移転

することになりました。アドレスが変更になりま

す。新ＵＲＬ http://hrc.mond.jp です。ブック

マーク登録の変更をお願いたします。 

メント手法の開発と普及をはか

り、医療の質の向上に寄与する

ことを目的として1999年に発足

し、クリティカルパス、医療安

全、医療事故、地域連携、医療

経営など医療現場に向き合った

学会で、すべての病院関係者を対象とした学会の

ため医師、看護師、薬剤師、技師、事務職など多

職種が参加する総合的医療系学会です。第14回連

合大会のテーマは、「次代につなぐコミュニティ

ヘルスケア～今、われわれは地域のために何をす

べきか～」とし、安心して暮らせる地域づくりの

ために医療のみならず介護・福祉、教育、雇用、

人口問題等にも触れていただき、行政や住民の参

加も予定しています。もちろん地域包括ケアや総

合診療医の育成など独立行政法人地域医療機能推

進機構（JCHO）の使命も議論したいと思います。

本学会は1500名の参加を目標とし、九州・山口各

支部の連合大会とはいえ規模、レベルとも全国学

会に匹敵するものであり、全国学会と同様に厚生

労働省や中央から著名な先生方の参加を予定して

います。本会はこれまで主に九州山口の県庁所在

地や中心都市で開催されてきましたが、今回初め

て地方郡部の小規模都市で開催することとなりま

した。学会場、交通、飲食、宿泊などすべてが不

安で一杯ですが、これまでの学会と違った形で人

吉のよさを引き出して、ご参加の皆さま全ての方

に「田舎もいいよね。」と言っていただけるよう

に、心からのおもてなしをしたいと思います。 

どうかこの機会にたくさんの皆さまに人吉にお越

しいただきたいと思います。 

 最後になりますが、本学会の運営費は、特別に本

部からの補助があるわけではありませんので、学

会参加費と皆さまからの寄付や協賛金となりま

す。誠に恐縮ではございますが、前述の学会の趣

旨や意義をご理解いただき多くの皆さまにご協賛

賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 本日お誕生日の人吉ＲＣ元会員

木村正美様へBIRTHDAYソングと誕

生祝の記念品を贈りました。 

 

 

   人吉ロータリークラブ細則の改正について 

            進行；会長 鳥井正徳 

 皆様には郵送にてお渡ししておりますが、これ

について延岡研一会長エレクトよりご提案がござ

います。宜しくお願いします。 

       

           会長エレクト 延岡研一 

 改正案の理由を説明 

 ・ＲＩ分担金の引き上げ 

 ・円安によるレートの差 

 ・繰越金の減少 

＊届け出欠席 岩井・山田・齊藤・渡辺・堤正・外山  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山，丸尾(出席），釜田          

＊メークアップ  

 ＲＬＩ研修会；中川 

 次年度委員会合；安方・石蔵・田上・和田 

本日の出席率 

会   員   数   64名   91.67% 

出 席 免 除  5名 6 / 1 2 出 席 率 91.53% 

欠 席 者 数 6名 補 填 数     5名 

出 席 者 数  55名 修 正 出 席 率   100% 



員会がありますが、クラブ管理運営委員会は、主
に「ロータリーを楽しむ、ロータリーは楽しい、
ロータリーは楽しみを与えてくれる、ロータリー
は事業や自分の成長につながる」という面が強く
前面に出る必要があると思いましたし、奉仕プロ
ジェクト委員会は「社会に役立っていることを実
感できる」ことが強くないといけないのではない
かと思っていました。 
 このような観点から振り返ってみますと、クラ
ブ管理運営委員会の成果は、ＳＡＡ委員会は力を
合わせての気品と風紀のある雰囲気づくりに努力
していただきましたし、又、プログラム委員会の
節度或る例会の進行、親睦委員会の工夫をこらし
た楽しい企画、５人の新入会員を迎えた喜び、出
席率の向上、ロータリーの友の継続した紹介、こ
れまでを一新したゴルフ愛好会の試み、広報・情
報委員会と連携した巧みな会報の発行等々、数え
上げれば切りがありません。有難うございまし
た。又、奉仕プロジェクト委員会においては、具
体例は省略しますが、職業奉仕に、社会奉仕に、
地域発展に、青少年育成に、国際奉仕に、ロー
ターアクトの育成に、綿密な計画の下に、社会に
役立つ活動を実感できる大きな成果を上げていた
だきました。ロータリー財団や米山への寄付は、
円安傾向で厳しい面もありましたが、目標達成に
努力をしていただき、多くの会員の御協力をいた
だきました。有難うございました。  
 第２点目は、いろいろな活動の中で特に「人吉
ＲＣ奨学金制度」の設立については、大変御協力
を賜り、スタートすることができました。推進の
原動力となっていただいたパスト会長の皆さん、
そして社会奉仕委員長をはじめとする委員の皆さ
んに心から感謝申し上げます。厳しい家庭環境の
中で、一生懸命頑張っている生徒達の夢の実現に
向けて、これから10年20年と続く支援となりま
す。支援を受けた若き生徒達が将来地域や社会の
奉仕活動に積極的に目を向けた人生を送ってくれ
ることを期待したいと思います。又この奨学金制
度が、地域社会における人吉ＲＣの存在を更に価
値あるものにし、地域社会に認められる１つに加
わればとも期待します。今後とも御協力をいただ
き、この制度が成長していきますようよろしくお
願い申し上げます。 
 第３点は、歴史と伝統ある人吉ＲＣを実感でき
たのは有りがたいことでした。国際奉仕委員会の
慶山ＲＣ40周年記念式典への参加、故赤池利光会
長が尽力された友好ＲＣ指宿ＲＣ50周年記念式典
への出席、又地区大会での米山記念賞や永年在職
者２会員の表彰の受賞等々今後どう継承していく
か課題もありますが、人吉ＲＣの歴史と伝統はど
こにも引けをとらないクラブだと思いますし、改
めて先輩会員の努力を強く感じたところでござい
ます。 
 以上３つにしぼって申し上げましたが、役員、
理事、パスト会長さんはじめ、全ての会員の御協
力・ご支援に感謝申し上げます。特に不慣れな私
をいつも補佐していただいた有馬幹事、例会プロ

【会長】   一年を振り返って               
               会長 鳥井正徳 

 本日は最後の例会とな
りました。御協力に対し
心から御礼と感謝を申し
上げます。 
 私は長い間学校経営や
教育行政に携わってきた
人間でしたし、それ以外
の職業分野については全

くの門外漢でございました。従いまして、人吉Ｒ
Ｃへの入会は、退職して10年目でしたし、その後
の人生においてどのような位置を占めるのか見当
もつかず「できることがあれば手伝いをしよう」
という全く軽い気持ちでの入会でした。 
 それが何と入会３年目の10月、ノミニー、エレ
クトの意味もよく理解できていなかった私に、い
きなり推薦そして指名と進んだときはびっくりし
ました。そのときの気持ちは忘れることはできま
せん。このような展開は、私のこれまでの人生に
おいては考えられなかったことでありまして、Ｒ
Ｃという所は、人の意志は無視して進めるところ
かなあと思いました。 
 会員各自は、事業体のトップであり、各種団体
のリーダーとして活躍されている方ばかりであ
り、その中に入って、サラリーマン上がりの無職
となった私如き者に何ができるのか、足を引っ張
るのではないか等々深刻でした。「会長までまだ
２年あるがな、どぎゃんかなるが･･･」と励ましと
もつかない励ましを受けてのノミニー、エレクト
の２年間はあっという間に過ぎてしまいました。 
 それから１年、本日会長職を終わるに当たり反
省することばかりですが、なんとか勤め終えた
ほっとした気持ちと、人吉ＲＣの会員の皆様の絆
の強さ、暖かさに助けられた日々を思い、感謝で
いっぱいでございます。有難うございました。 
 それでは、この会長職の１年間を少し振り返っ
てみたいと思います。 
 まず、私は、活動目標に「ロータリアンとして
の誇りとチームワークで、ロータリーを楽しも
う」と設定させていただき、その中に「ロータリ
アンとしての誇りは、私達の活動が社会に役立っ
ていることを実感する中に生まれること、その為
にはチームワークが必要であること、そして諸活
動が自らの成長に役立っていることを感じること
の３つを揚げました。全く基本的なことですが、
全て経験の浅い私自身に向けての活動目標でもご
ざいました。そして具体的な活動として、例会の
充実、社会奉仕活動の充実、広報活動の推進、会
員増強等をお願いして参りましたが、皆様の御協
力によりいくらかでも達成できたかなあと思って
います。 
 まとめとして３点だけ申し上げたいと思いま
す。 
 第１点は、ロータリーを楽しむという目標を掲
げましたが、クラブ運営委員会は、ご承知のよう
に、クラブ管理運営委員会と奉仕プロジェクト委



グラムに心血を注いでいただいた水野プログラム
委員長、人吉ＲＣの会報編集や新聞紙上での広報
に傾注していただいた石蔵会報委員長、そして、
事務全般を適確に処理いただいた緒方さん、本当
に有難うございました。 
 私はこの一年間、試行錯誤の中で「ロータリー
活動に少しでも貢献したい」という気持ちで取り
組んで参りました。お陰様で退職した当時より世
間を見る目は少しは成長したかなあと思います
し、老化も防げたのかなあと思います。推薦いた
だいた故赤池利光Ｐ会長の急逝という大きな
ショックもありましたが、何とか乗り越えること
ができました。「ロータリーとは何か、何をする
のか」という問いかけに対しても、口ごもってい
た私でしたが、これからは「ロータリーは、国際
社会や地域社会へ奉仕活動を行っている仲間であ
る。職業も肩書きも年令も収入も違う人達が同じ
目標に向かって親睦を深めながら進む仲間であ
る。」と自信を持って答えたいと思います。 
 最後になりますが、国際社会には依然として多
くの争い、いがみ合い、殺し合いがあり、ロータ
リーがめざす平和な社会にはほど遠い現実があり
ます。世界中が何となく不安になったような一年
間でした。国内的にも、少子高齢化社会が続く
中、青少年同士の殺人事件や事故の多発、親の収
入の違いによる教育格差、子どもの貧困問題等々
見逃すわけにはいきませんが、このような時代の
中にあって、皆さまと違って職の無い高齢者の一
人としてこれからの過ごし方を考える最後のチャ
ンスを与えていただいたことに対し感謝と御礼を
申し上げ最後の会長の話といたします。有難うご
ざいました。 
 
【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク  
・ＪＣＨＯ人吉医療センター院長木村正美様  
 ありがとうございます。宜しくお願いします。 
                     
・宮山会員 鳥井会長一年間お疲れさまでした。 
 この一年間は、よりアカデミックな例会を経験 
 した様な気がしました。お疲れ様。    
・中島会員 鳥井会長、有馬幹事、お疲れさまで 
 した。7月から延岡会長、水野幹事、張り切って 
 おられる事でしょう。４８も例会がありますの 
 でそのつもりで頑張ってください！！   
・本田会員 鳥井会長、有馬幹事を始め、各委員 
 長さん一年間お疲れさまでした。また、ありが 
 とうございました。次年度も宜しくお願い致し 
 ます。                 
・浅野会員 鳥井会長、有馬幹事、一年間お疲れ 
 様でした。水野さんも。         
・井手会員 鳥井会長、有馬幹事お疲れ様でし 
 た。延岡会長、水野幹事、宜しくお願い致しま 
 す。                  
・北会員 木村院長、お誕生日おめでとうござい 
 ます。日本医療マネジメント学会の成功をお祈 
 りしています。宿泊の手配頑張ります。  
・武末会員 鳥井会長はじめとする幹事さん各委 

 員長さん、お疲れ様でした。       
・小林祐介会員 鳥井会長、有馬幹事、一年間お 
 疲れ様でした。             
・小林清市会員 鳥井会長、有馬幹事、お疲れ様 
 でした。                
・延岡会員 鳥井会長、有馬幹事、本島に一年間 
 ご苦労様でした。次年度宜しくご指導下さい。 
                     
・堤脩会員 鳥井会長、有馬幹事、一年間ご苦労 
 様でした。素晴らしい年度を有り難うございま 
 した。                 
・浦田会員 鳥井会長、有馬幹事、一年間ご苦労 
 様でした。               
・漆野会員 鳥井会長、有馬幹事、一年間お疲れ 
 様でした。来月からはゆっくりとロータリーラ 
 イフを楽しんでください。        
・石蔵会員 鳥井会長始め、有馬幹事、理事の皆 
 様、一年間大変お疲れ様でした。     
・田上会員 鳥井会長、一年間お疲れ様でした。 
                     
・安達会員 鳥井会長様、有馬幹事様、一年間お 
 疲れ様でした。私は3年間の間アクト委員長をし 
 ました。積もった話がたくさんありますので今 
 日のアクト送別会でお話ししたいと思います。 
                     
・大久保会員 鳥井会長、有馬幹事、他役員の皆 
 様、一年間御苦労さまでした。素晴らしい年度 
 でした。                
・葉山会員 ①催促したわけではありませんが、 
 伊久美パスト会長が今日毎週の2000円ではなく 
 プラスしていただき、３回目の米山功労者にな 
 られ、また、有馬幹事も準米山功労者になら 
 れ、計画の10人を超えることができました。あ 
 りがとうございました。②木村先生おめでとう 
 ございます。              
・伊久美会員 鳥井会長、有馬幹事、その他役員 
 理事委員長さん方、一年間御苦労様でした。 
                     
【Ｒ財団委員会】 
・丸尾会員 本日は木村正美先生の日本医療マネ 
 ジメント学会の話ありがとうございました。ま 
 た、丸尾綾子の長い入院にはありがとうござ 
 いました。               
・宮原会員 ①鳥井会長、有馬幹事、一年間お疲 
 れ様でした。②和田会員、Ｒ財団への多額の寄 
 付ありがとうございました。       
【米山記念奨学委員会】 
・大久保会員 同上            
・葉山会員  同上            
・中川会員 鳥井会長、有馬幹事、一年間お疲れ 
 様でした。しかし、60周年も間近ですのでゆっ 
 くり休まず、またＲＣの仕事・その他に邁進し 
 て下さい。               
・伊久美会員 米山特別寄付は今日で年間10万円 
 になりました。             
 
       点 鐘  鳥井正徳会長 


