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        会長 井手富浩 
 

  皆様こんにちは。始め

に来訪者の紹介をさせて

頂きます。 

  我らがモモちゃん米山

奨学生の王辰寧さんで

す。本日午後6時30分より、送別会を開催させ

て頂きますので、多くは申し上げませんが、
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本日が米山奨学生としての最後のクラブ訪問

となります。さみしい気持ちが先だちます

が、会員の皆様全員で王 辰寧さんの今後の前

途洋々たる未来にエールを送りたいと思いま

す。 

  さて、本日は、職業奉仕委員会担当の職業

訪問例会です。岩井和彦委員長他委員の皆

様、設営準備等をして頂きましたＳＡＡ委員

会の皆様、御世話になります。そしてなによ

りも、訪問を受け入れて頂きました 社会福祉

法人 慈愛会 特別老人ホーム「千寿園」様と

副施設長を勤められる 後藤竜一会員には、た

いへん御世話になり、ありがとうございま

す。後程、施設の説明や見学等をさせて頂き

ますが、少子高齢化が進む昨今、医療介護の

問題や社会福祉の在り方がその財政面も含め

まして、国民の重大な関心事となっておりま

す。会員の皆様それぞれに御両親や配偶者、

そして御自分自身についても現在はどうあ

れ、その将来については、幾許かの不安をお

持ちのことだと思います。本日はその一つの

形態である「特別養護老人ホーム」につい

て、見て、聴いて頂き、将来に備える一つの

知識として頂ければと思っております。後藤

会員、宜しく御願い致します。 

  話は変わりますが、本日2月23日は何の日だ

か御存知でしょうか？ 今から丁度113年前 

1905年（明治38年）のこの日の夜、ポール ハ

リスがその仲間3名と共に、「ロータリー」を

創始した日です。ポールが、一業一人の相互

扶助の新しいクラブ構想を抱き、専門職業界

を一人で代表することによって、社会の為だ

けでなく、お互いの職業を利用し合うこと

は、会員同士の親睦と相互扶助に役立ち、特

に新会員は、新たな友人となり、公正な取り

引きは、信頼感を深めてゆく。会員が多くな

れば、この輪は広がっていき、会員は「寛容

で親睦と友情の精神」にあふれた人でなけれ
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ばならず、これが、クラブ理念であり、善意と

寛容と理解から「奉仕」へと発展していく基礎

となりました。会員の皆様にも「ロータリー」

の原点に思いをはせて頂き、今後のロータリー

活動の糧にして頂ければと思っております。 

  最後になりますが、明日24日(土)は、八代Ｒ

Ｃの60周年です。20名の皆様に登録頂いており

ます。昨年5月の当クラブ60周年に多くのクラ

ブの皆様に多くの登録出席を頂きました。全員

登録をして頂いたクラブには、全員登録で返礼

を。多くの出席を頂いたクラブには、その来て

頂いた人数プラス1以上の参加登録で返礼をと

考え、今年度は、バスのチャーター料も余分に

予算計上させて頂いております。今年度あと4

クラブ（熊本城東、多良木、熊本中央、熊本

南）の周年事業があります。多くの会員の皆様

で答礼に御伺いしたいと思います。宜しく御願

い致します。 

これで会長の時間を終わります。ありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 
              幹事  石蔵尚之 

（理事会承認事項）なし 

（連絡事項） 

・山鹿RCより、地区の熊本・大分地震復興支援 

  プロジェクト「山鹿おどり」の報告とお礼、 

  山鹿三番叟保存会主催によるイベントのチ 

  ケット購入依頼が届きました。→回覧 

・例会変更と取り止めのお知らせ。八代南RCよ 

  り3月13日（火）の例会は創立記念例会並び 

  に新会員歓迎会のため18時30分から八代グラ 

  ンドホテル。熊本西RCより3月20日（火）の 

  例会は取り止め、27日（火）は花見家族例会 

  のため18時30分よりロシア料理「ボルガ」。 

  →回覧 

・第2720地区よりガバナーノミニー決定のお知 

  らせ。2月14日にガバナー指名委員会が開か 

  れ委員5名の満場一致により2019～2020年度 

  予定者となられましたのは中津RCの瀧満様で 

  す。 

・去る2月6日の台湾東部地震を受けてお見舞い 

  を申し上げました姉妹クラブ台北稲江RCより 

  お礼状が14日に届きました。何事もなく変わ 

  らない日常をお過ごしとの事で安堵しており 

  ます。なお、稲江RC創立31周年に際しまして 

  井手会長より李会長へ昨年の当クラブ60周年 

  のお礼を兼ねて祝電を送りました。 

・地区よりディスカッションリーダー・スキル 

  アップセミナーのご案内が届きました。当ク 

  ラブの中川会員がRLI（ロータリーリーダー 

  シップ研究会）委員長を務めておられます。  

  RLIパート２が5月20日に開催され、ここでDL 

  を行っていただくための勉強会で、日時と場 

  所は4月15日（日）熊本県民交流館パレア。 

  片岡、本田パスト会長にお渡しします。 

・本日は王さんの最終出席例会です。本日午後 

  6時30分よりひまわり亭におきまして送別会 

  を行います。 

・明日の八代RC60周年記念式典は20名の登録と 

  なりました。参加される方は、中林町のつば 

  めバス車庫に午前11時集合です。 

・来週の例会は取り止めです。 

 
 
      委員 和田栄司 

 

 

 

 

【米山記念奨学委員会】                    

                   カウンセラー 宮原和広 

  ３月は例会の変更や取止めもあるため本日が

最後の出席となりました。今後の予定は、３日

米山奨学生終了式、４日帰国、そして就職先大

学始業式、勤務、28日熊本大学卒業式出席と聞

いております。あっと言う間の一年でしたが、

皆様のあたたかいご支援があったからこそ一生

懸命通うことが出来たと思います。今夜ひまわ

り亭で送別会をします。一年間お世話になりま

した。 

  

ご挨拶                        王 辰寧さん          

  昨年の４月から、ロータリー米山記念奨学生

として、人吉ロータリークラブの一員になりま

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  64.52％ 

欠 席 者 数 22名  2 / 9 例 会 71.43％ 

出 席 者 数 40名 補 填 数 2名 

免 除 会 員 出 席 者 数 0名 修 正 出 席 率 74.60％ 

＊届け出欠席   青木・渕田・原田・葉山・伊久美・岩下・小林清 

           宮﨑・村山・内藤・中村・大賀・尾上・竹長・武末 

           戸髙・友永・外山・塚本・堤正・堤脩・漆野 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 

＊メークアップ  2/17 地区チーム研修セミナー；渡辺・安達 

Ｒ財団寄付認証ピン贈呈 

 ポール･ハリス･フェロー 

     川越 公弘 会員 

            2017学年度  米山奨学生 

             王辰寧さん 奨学金支給 



した。あっという間に奨学生

になってもうすぐ一年になり

ます。この一年間、貴重な経

験はたくさんありました。 

  まず、毎月の例会では、カ

ウンセラーの宮原さん本田さんを始め、クラブ

の会員の皆様が熱心に接してくださって心より

感謝を申し上げたいです。 

  昨年5月には、人吉ロータリークラブと台北

稲江ロータリークラブの調印式、人吉ロータ

リークラブ創立60周年記念式典などで通訳とし

てお手伝いさせていただき、ロータリアンの皆

様との交流を深めて、奉仕の精神を身を持って

体験しました。8月には、クラブの納涼家族会

に参加し、カウンセラーの本田さんから素敵な

浴衣と大好物のももをいただきました。それか

ら、本田さんの職場の見学を通して、「地域づ

くりに貢献したい」というすばらしい人生観も

伺えました。10月には、宇土ロータリークラブ

と熊本東ロータリークラブで卓話を行い、私の

故郷の大連と私の今までの歩みをロータリアン

の皆様に紹介し、スピーチとコミュニケーショ

ンの能力を鍛えました。また、人吉ローターア

クトクラブの皆様と一緒に、人吉の郷土料理つ

ぼん汁と中国の水餃子を作って食べることを通

しての国際理解のイベントにも参加しました。

自分の手で大連の味を皆様に食べさせてあげる

のはとてもうれしかったです。アクトの皆様と

の交流も深めました。さらに、今年1月には、

クラブの新年会に参加し、カウンセラーの本田

さんに素敵な振袖の着付けをしていただき、日

本留学の貴重な経験になりました。 

 今までの日本留学の集大成は、私の博士論文

です。指導教員の指導のもとで、約一年間をか

けて仕上げました。昨年10月中旬に提出し、口

頭試問なども無事に終わりました。 

  これからは、教育現場で日本語を教えるた

め、今まで身に付けてきた日本語の知識や、日

本留学で体験した日本の社会、文化などを中国

の大学生に伝えたいです。こうして、日中友好

の懸け橋として、両国の友好に貢献したいと考

えています。 

  これから留学が終わって中国に帰り会員の皆

様となかなか会えないですが、皆様のご恩は決

して忘れることはありません。これから頑張っ

ていきます。 

 

 

【職業奉仕委員会】         

                           委員長 岩井和彦 

 本日は職場訪問にご参加頂き

ありがとうございます。今年は

後藤会員のお世話で福祉の職場

を知る機会として「特別養護老

人ホーム千寿園」様にお邪魔さ

せて頂きました。10年先20年先のことを考えな

がら学んでいただければと思います。後藤会員

どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

施設概要説明  

        社会福祉法人慈愛会 

       特別養護老人ホーム千寿園   

                         後藤竜一 副施設長          

 皆様ようこそおいでいただ

きありがとうございます。千

寿園は平成12年6月1日に介護

保険制度のスタートとともに

開園しましたので、今年の5月

31日をもちまして満18年、6月より19年目に入

る事となります。現在従来型と呼んでおります

多少室の特養に40名、別館まごころ、この会場

のある建屋になりますがこちらは個室になって

おり、20名、またショートステイで10名、通い

のデイサービスに20～25名程の方、西側に小規

模多機能の事業所アットホームどんぐりに約10

名程度と、5事業所合わせておおむね110名程度

の方にご利用いただいている状況です。 

  ほぼこれだけのご利用を24時間365日稼動い

たしておりますので、現在スタッフ数が理事長

以下96名となっております。また、従来型の特

養及びデイサービスは広域型といって球磨、人

吉の方であればどなたでもご利用が出来ます。   

  別館まごころとどんぐりに関しては、地域密

着型で球磨村の方しかご利用できない制度と

なっています。但し、まごころは人吉市の指定

を8人分はいただいておりますので、ご利用を

希望される方がいらっしゃれば是非ご紹介をお

願いいたします。 

  私どもの事業は介護保険制度に基づいており

ますので、その時々の行政によって大きく左右

されます。国家予算の3割以上を締める社会保

障費の中にありますので非常に厳しい査定が成

されます。3年に一度介護報酬改定が有り、そ

の都度様々な対応、対策を行っていかなくては

なりません。来年度平成30年度はちょうどその

年度となり、新聞発表もされましたのでご存知

の方も多いと思いますが0.54％のプラス改定と

なりました。一応は安堵しているところでござ

いますが、これから詳細が出てくる状況ですの

で内容の精査をしっかりと行っていかなければ

ならない所です。 



 

社会福祉法人 慈愛会 沿革 

H11年 10月5日 社会福祉法人 慈愛会設立 

 12年  6月1日 特別養護老人ホーム千寿園開設 

   〃         特別養護老人ホーム千寿園 

             (短期)開設 

 12年 7月15日 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ千寿園開設 

   〃         居宅介護支援事業所千寿園開設 

 12年 9月30日 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ千寿園開設 

 12年 10月1日 球磨村在宅介護支援ｾﾝﾀｰ千寿園 

              開設 

 17年3月31日  球磨村在宅介護支援ｾﾝﾀｰ千寿園 

              廃止 

 19年3月31日  ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ千寿園休止 

 22年3月26日  小規模多機能型居宅介護事業所 

              アットホームどんぐり開設 

 23年4月1日   特別養護老人ﾎｰﾑ千寿園ﾕﾆｯﾄ型 

              開設 

 26年6月1日   地域密着型特養  千寿園別館 

              まごころ開設 

基本理念 

千寿園の職員は、 

高齢者を人生の先輩として 

慈愛の心を持ち、やさしい介護と 

温かい支援をさしのべ、 

楽しく輝いた人生になるように 

努力いたします。 

 

             慈愛会 事業運営 

 １．施設運営（６事業所） 

 ２．労務管理（職員数：97名）球磨村：28名 

 ３．地域福祉の促進 

     地域の社会福祉法人としての公益的取組     

     みの実践 

４．地域交流 

    地域に信頼される施設づくり 

    地域住民、利用者、家族参加の行事の実 

    施、参加 

５．福祉教育    

    福祉教育実践の場として施設を提供 

６．ボランティア活動の推進 

    地域ボランティア団体や個人ボランティア 

    の受入れ  

１．施設運営（６事業所） 

①特別養護老人ﾎｰﾑ千寿園（介護老人福祉施設) 

・従来型多床室：２人部屋６室・４人部屋７室   

                      定員４０名（96.7％） 

②千寿園別館まごころ 

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護) 

・ユニット型個室      定員２０名（99.5％） 

③千寿園短期入所（短期入所生活介護） 

                      定員１０名（8.6名） 

④デイサービスセンター千寿園（通所介護） 

            定員２９名（月～土）（22.0名） 

⑤居宅介護支事業所千寿園(居宅介護支援）  

    登録者７０名（要介護57名、要支援12名） 

⑥アッﾄホームどんぐり 

（小規模多機能型居宅介護事業所） 

    登録人数２２名（実績18名） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 【寄付カード】  ニコニコ箱委員会  丸尾 孜 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・井手会長 後藤会員、本日は忙しい中職場訪 

  問例会を受けて頂きありがとうございまし 

  た。王辰寧さん（ももちゃん）ご来訪ありが 

  とうございます。今後のご活躍を祈念いたし 

  ます。                              

・有村会員 職場訪問例会お世話になりまし 

  た。                                

・RI創立記念日全員スマイル           

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・有馬会員 ももちゃん、一年間という短い期 

  間ではありましたが、頑張っている姿を見せ 

  ていただきありがとうございました。中国と 

  日本の掛け橋としてこれからもご活躍を期待 

  しております。                      

・石蔵幹事 王さん 寂しくなりますが、ご卒業 

  おめでとうございます。いつか又お会いする 

  日を楽しみにしています。お元気で!! 

・井手会長 ニコニコカードと同文     

      

 

           点 鐘  井手富浩 会長 
 
 
 
  ～千寿園施設見学～ 


