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      会長 有馬宏昭 

 

 来訪者の紹介です。 

 来年２月開催の人吉中央ロータリークラブ創立３

０周年記念式典のご案内においでいただきました。

平野隆三会長エレクト、梅田勇幹事です。後ほどご

挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。 

 会長の時間です。 

 今週11日火曜日、テレビ放映された番組（世界仰

天ニュース）をご覧になった方は、いらっしゃいま

すか？ハワイに旅行した田村さん夫婦が、事件に巻

き込まれたお話です。 

 家族でインスタ映えする観光スポットに行く際、

公園を通り抜けます。トイレを見つけた夫が一人、

トイレに行きました。待てども帰ってきません。心

配になった妻は、子供たちを先に遣り、夫を探しに

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「我等の生業」 

公園内のトイレに行きます。すると、トイレの前

に夫の靴が落ちていました。中に恐る恐る入って

いきますと、夫がトイレの中で血だらけになって

倒れています。必死に夫を起こそうとしていると

ころ、何者かに、妻も背後から首を絞められ気絶

してしまいました。たまたま居合わせた日本人女

性が救急車を呼び、夫は、救急病院の集中治療室

で治療。請求された応急治療費は３００万円。３

か所頭蓋骨が骨折しており、治療するとしたら、

今後少なくても９００万円掛ると告げられます。 

数日後、容疑者がつかまり事実が判明します。 

犯人は薬物をやっているボクシング経験のある

男。公園のトイレで薬物を注射し意識が飛んでい

るところ、入ってきた夫を頭蓋骨骨折するほど

殴ったのでした。 

 田村さん家族はこれまで、ハワイを含め何度も

海外旅行をしており、毎回海外旅行傷害保険に加

入していました。しかしながら、今回は、旅慣れ

たハワイ。安全でこれまでトラブルもなく、保険

料も高いと感じ、加入を見合わせたとのこと。請

求額が高額で支払えないと思った夫は、医師に頼

み込み、自己責任で帰国したいと頼み込みます。

応急処置ですので、気圧の低い飛行機の中、髄液

が出るくらい大変でしたが何とか日本までたどり

着きます。空港からすぐ病院に行き、そのまま緊

急手術。なんと日本での治療の自己負担額は３０

万円。（ご案内の通り、日本は基本的には皆保

険。高額医療を受けても最高月9万円ほどの自己負

担で済みます） 

しばらくたって、アメリカから届いた請求額に驚

きます。驚きの８００万円の請求でした。（救急

車、薬代、入院費用それぞれからの請求合計）そ

のため、治療中でありながら、完治を待たずに、

仕事をせざるを得なくなりました。 

 今回の場合、海外旅行保険に加入しています

と、家族が日本から駆け付ける費用は３人分まで

補償可能。交通費、宿泊費を渡航手続き、ホテル

の手配も保険会社で行います。治療費の上限はあ



   委員 川越公弘 

【次年度】  次年度ガバナー補佐 中川貴夫 

 先週、ガバナー補佐研修へ参加してまいりまし

た。次年度の瀧ガバナーは中津ＲＣ所属ですので 

2019-2020年度のセミナー･研修等の開催は大分に

なります。次年度会長はじめ委員の皆様は宜しく

お願いいたします。 

 

【来訪者挨拶】    人吉中央ＲＣ 

          会長エレクト 平野隆三様 

          幹事     梅田 勇様 

 本日は貴重なお時間を

頂きありがとうございま

す。私ども人吉中央RCは

人吉RCをスポンサーとし

て平成元年に発足いたし

ました。来る２月をもちまして創立30周年を迎え

ます。この節目の年を無事に迎えることが出来ま

したのも皆様方のご支援と感謝申し上げます。 

 つきましては、案内状のとおり記念行事を開催

いたしますので、ご多忙のところ恐縮ではござい

ますがご出席賜りますようご案内申し上げます。 

 ≪記念式典≫ 

 日時；平成３１年２月２３日（土） 

 場所；アンジェリーク平安 

  式典：14時30分～15時50分 

  講演：16時05分～17時 
    大野勝彦美術館館長 大野勝彦氏 

  祝賀会：17時20分～ 
 
 ≪記念ゴルフ大会≫  

 日時；平成３１年２月２４日（日）９時集合 

 場所；球磨カントリークラブ 

 

 

  浦田繁喜会員より、地

区大会表彰「永年在籍者特

別表彰40年」「出席高齢会

員80歳以上」受賞を記念し

て、Ｒ財団、米山記念奨学

会、人吉ＲＣ奨学基金委員

会へご寄付がありました。 

りません。無制限で補償します。（無制限タイプ

選択の場合） 

 先ほど８００万円の請求が来たと申し上げまし

たが、保険に加入していますと、保険会社は医療

費直接支払いますし、その額も減額交渉をします

ので請求額は抑えられます。また、自分で英語で

の交渉をする必要がありません。保険会社のサ

ポートデスクが交渉いたしますので、治療に専念

できます。日本での治療が必要であれば、航空機

の手配をします。定期便使用であれば、座席を縦

に使います。数人分の座席を確保し、ストレッ

チャーを入れ、専門の医師と看護師が日本まで付

き添います。定期便がなければ、チャーター機の

手配も可能です。 

 私自身、研修でアメリカに行った際、余暇で

サッカーをしていて、友人の鼻にボールがあた

り、鼻骨が曲がってしまいました。日帰りの治療

でしたが、２８年前でも７０万円かかりました。

以後、海外旅行保険は必ずかけています。ゴール

ドカードには補償が自動付帯されているので大丈

夫とおっしゃる方がおられますが、治療費用など

限度額がありますので、今回の事故では不足しま

す。確認が必要です。 

 海外でのパスポート盗難被害など様々な体験を

していますのでお伝えしたいことが他にもありま

すが、いただいております時間となりました。会

長の時間を終わります。以上 

 

 

   幹事 新堀純子 
     

①理事会承認事項 

・板井英朗会員から入院の為出席免除の申請 

 がありました。先ほど理事会で承認されまし 

 たのでご報告いたします。 

②連絡事項 

・半期決算の時期になります。今期分の会費が 

 まだ未納の方は早めにご入金お願いいたしま 

 す。 

・台北稻江(ﾀｵﾁｬﾝ)RC創立32周年行事の件ですが 

 日程が決まりました。 

 2月25日に出発→26日式典参加→27日帰国 

この時期は台湾はランタンフェスティバルの時期

なので初日はランタンフェスティバルで有名なヘ

イトウに行って高雄に宿泊し次の日台北に向かい

たいと計画しております。今の時点で 行きたい

と思われる方は早めにご連絡ください。 

②掲示 

・熊本南・熊本西ＲＣより例会取り止め、変更 

 の案内 

・週報と会報が指宿ＲＣと八代ＲＣからきてお 

 ります。 

今月は疾病予防と治療月間となっており、本日ヘ

ルスサポートの卓話も増田先生にお願いしてます

ので本日の食事は野菜カレーになっておりまし

た。いかがだったでしょうか？ 

＊届け出欠席   後藤・岩下・鳥井・渡辺・丸尾・大久保・宮原 

        堀川・馬氷・寶代・尾上・葉山・大賀・外山 

        板崎・北・小林祐・渕田・村山 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 板井 

＊メークアップ 11/17 地区大会；延岡・中島・山口・葉山 

会   員   数   64名  

出 席 免 除  2名  

欠 席 者 数 19名  1 1 / 3 0 例 会 69.84％ 

出 席 者 数 43名 補 填 数 4名   

1名 修 正 出 席 率 76.19％ 



【次年度】 

   ― 2019-2020年度ＳＡＡ委員長発表 ― 
      
                     会長エレクト 水野虎彦     

  人吉ＲＣ細則第1条第2節に基づき次年度理事に

よる被選理事会を開催し、2019-2020年度SAA委員

長に竹長一幸会員を選任し、ご本人より承諾をい

ただきましたのでご報告いたします。 

 

          次年度SAA委員長 竹長一幸   

 SAA委員会の仕事は毎回見ていて

大変だなと思っていました。私で

出来るのか不安ですが、引き受け

た以上水野次年度会長の期待に沿

えるよう頑張ってまいりたいと

思っております。どうぞ宜しくお願いいたしま

す。 

 

  － 2019-2020年度地区出向者委嘱状伝達－ 

 中川貴夫会員 地区表彰委員会副委員長  

        新クラブ結成推進委員会委員      

 延岡研一会員 管理運営委員会委員 

 安達玄一会員 ローターアクト委員会委員長 

        委員会委員 

        危機管理委員会委員 

 本田 節会員 会員増強委員会副委員長 

 石蔵尚之会員 国際奉仕委員会委員 

 新堀純子会員 社会奉仕委員会委員 

 

 

 

 

 

 

 

    2018-2019年度地区大会表彰 
 
「永年在籍者特別表彰40年」浦田繁喜会員  
 
「出席高齢会員80歳以上」６名   

  伊久美寛志会員 

  浦田繁喜会員 

  中島博之会員 

  大久保勝人会員 

  山口令二会員 

  鳥井正徳会員 

   

   

【プログラム委員会】 
 
    ヘルスサポート卓話（新会員卓話）  

 

               増田隆二会員  

 人吉ロータリークラブに入会させていただきも

うすぐ１年となります。ロータリー歴だけは長く

て25年が過ぎました。職業分類は小児科医です。 

 今回、卓話の機会をいただきありがとうござい

ます。 

 最初に、関東地方で流行してい

る風疹です。今週、厚生労働省か

ら、風疹ワクチンを来年度から無

料化するというニュースが出てい

ました。39歳から51歳までの男性

に風疹抗体検査をして免疫がない方にワクチン接

種をするということですが、どうしてそうなった

かお話しさせてください。 

 関東地方では、今年2300人以上が風疹に罹患

し、いまだ勢いは衰えず増加しています。そのう

ち５分の４が男性です。女性の場合、中学生への

風疹ワクチンの定期接種が始まったのが1977年、

さらに二回接種になったのが2006年からで、姪の

場合、追加措置で高校生の時２回接種していたは

ずなのですが、免疫がついていなかったというこ

とになります。 

 風疹はワクチンによって予防可能な疾患です。

しかし、ワクチン接種したからと言って必ずしも

免疫がつくとは限らないことも知られています。

不十分な場合もあります。 

  妊娠出産年齢の女性の抗体保有率８倍以上は概

ね95％以上で高く維持されているそうですが、妊

婦健診で低いと指摘される８倍未満、８倍、16倍

の割合は、20代前半で20％、20代後半で24％、私

の姪の場合ここに当たります、４人に一人が低い

と判断されることになります。30代前半で16％、

30代後半で12％、40代前半で16％、40代後半で

19％存在するそうで、特に妊娠20週頃までの妊娠

の風疹ウイルス感染には注意が必要です。 

 妊娠20週頃までの女性が風疹ウイルスに感染す

ると 胎児にも風疹ウイルスが感染して、目、

耳、心臓に障害をもつ先天性風疹症候群の児が生

まれる可能性があります。妊娠中は風疹含有ワク

チンの接種は受けられず、受けた後は２カ月間妊

娠を避ける必要があります。ですから、女性は妊

娠前に２回の風疹含有ワクチンを受けておくこと 

妊婦の周囲の者に対するワクチン接種を行うこと

が重要となります。特に、30～50歳代の男性で風

疹に罹ったことがなく、風疹含有ワクチンを受け

ていないか、あるいは接種歴が不明の場合は 早

めにMRワクチンを受けておくことが奨められてい

ます。ということで、先程のニュースの根拠と

なっています。来春からとなっていますが、現在 

風疹の抗体検査、風疹含有ワクチン接種に対する

費用助成をしている自治体が増加しています。ち

なみに人吉市では婚姻の届けがなされた後で、

カップルに風疹含有ワクチンであるMRワクチン無

料接種のクーポンが発行され医療機関での接種が

可能となっています。 

 私の姪の場合、毎日通勤電車に乗って会社に

いっているそうですが、これから約１カ月、風疹

に罹らないことを祈るしかありません。 

 次に、ワクチンがない感染症の話です。「妊娠

中の母子感染に注意！」という お手元に配布し

てある資料をご覧ください。その裏面、先天性ト

キソプラズマ症です。次に先天性サイトメガロウ



イルス感染症です。ほかにもた

くさんの感染症はあるのです

が、妊娠中に気をつければいい

こととしてご紹介します。特に

先天性サイトメガロウイルス感

染症は、最近治療可能な感染症

として学会などで取り上げられ

ています。 

 トキソプラズマで生肉や加熱

されていない食材の話をしたつ

いでに、私の外来でよく見る腸

炎の話を最後にさせてくださ

い。昔、生肉は子供に食べさせ

ることはなかったはずなのです

が、お店の生鮮コーナーに置い

てあれば こどもが食べても平

気と思われて仕方ないのでしょ

うが。「鳥刺し」です。多くの鶏肉が汚染されて

いるカンピロバクターという菌は、エタノールな

どの市販されている多くの消毒薬が有効で、75度

1分の加熱が必要とされています。つまり鶏肉の

場合は肉の中心部までよく火を通さなければなり

ません。ところが、鶏肉を汚染しているカンピロ

バクターは肉の中心部まで入り込んでいるそう

で、ブロイラーの70％、食肉検査場で約半分かそ

れ以上が汚染されているそうです。つまり、子ど

もへの鳥刺しを薬味もなくアルコールもなく食さ

せることは危ないことになります。私の外来では

先週だけで３人の感染者を診ました。多くは、

「鳥刺し」を食べた子どもたちでした。大人も同

じものを食べているようですが、無症状で家族内

発生とは言えませんでした。 

 

 本日は新会員卓話ということですので、ここか

らは自己紹介をさせていただきます。 

 私は、1960年12月人吉総合病院で生まれまし

た。血液型はO型、星座は射手座です。故 増田

力の次男です。母は、ここ鮎里が実家で産湯はこ

この温泉だったと聞いています。今のあゆの里会

長が叔父になります。私の１歳年上の兄があさぎ

り町免田で耳鼻科を開業し、３歳年下の妹が鹿児

島で HTLV-1関連脊髄症（HTLV-1 associated 

myelopathy）HAMという難病を専門とする神経内

科に嫁いで専業主婦をしています。  

 私の家内は、鹿児島大学病院小児科勤務時代の

４級後輩で、学生時代剣道部でした。生まれも育

ちも鹿児島で、幼少時代は十島村という離島生活

をしたことがあるそうです。 

 子どもは３人、上から女・女・男です。私と同

じ人吉幼稚園→人吉東小学校をでて中学校受験を

へて中高一貫校で６年間の寮生活をしています。

上二人の娘たちは、本人たちの希望通りとはいき

ませんでしたが、産業医大４年生と鹿児島大学医

学部の３年生に在籍し青春を謳歌しています。長

女はトライアスロン部、次女はゴルフ部で週３回

の打ちっぱなし練習と週一ラウンドをやっていて

完全に追い越されました。長男がラサール高校の

１年生に在籍していてサッカーをやっています。

現在私は、私の母と家内と３人で五日町の自宅に

住んでいます。 

 私は、久留米大学附設中学５回生・高校27回生

として久留米競輪場近くの山中で６年間の寮生活

を過ごしました。中学ではサッカー部でした。中

学校３年生の時にサッカーの練習中に右脚の下腿

骨折し、周りに大変迷惑を掛けました。この時

は、初めて救急車に乗せられて久留米の救急病院

の聖マリア病院に搬送され、一晩 生死さまよう

人たちが横たわる救急外来のベッドで過ごすこと

になりました。 

 以上です。ご清聴ありがとうございました。 

 

【寄付カード】 

〈Ｒ財団委員会〉 

・中川会員 平野会長エレクト、梅田幹事、よう 

 ここそいらっしゃいました。歓迎いたします。 

 平野会長エレクトには来年も宜しくお願いいた 

 します。増田先生卓話有難うございます。       

・伊久美会員 地区大会で高齢者表彰を受けまし 

 た。めでたくもあり、めでたくもなしでありま 

 す。                  

・中島会員 表彰を受けました。久し振りの表彰 

 ですので記念としてニコニコします。   

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・伊久美会員 Ｒ財団と同文        

・中島会員 Ｒ財団と同文                 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・人吉中央ＲＣ 平野隆三会長 本日は30周年記 

 念式典のご案内にまいりました。宜しくお願い 

 いたします。              

・人吉中央ＲＣ 梅田勇会員 人吉中央ＲＣ30 

 周年記念式典のお願いで参りました。どうぞ宜 

 しくお願い致します。          

・浦田会員 大分の地区大会で「永年在籍特別表 

  彰40年無欠席」と「80歳以上出席高齢者表彰」 

  を受けました。                        

・有馬会長 〇増田先生、ヘルスサポート卓話あ 

  りがとうございました。〇竹長一幸次年度SAA 

  委員長を引受けていただきありがとうございま 

  す。〇80歳以上地区大会出席者の皆様表彰おめ 

  でとうございます。                   

・井手会員 人吉中央ＲＣ平野エレクト・梅田幹 

  事、ご来訪ありがとうございます。30周年には 

  是非参加させて頂きます。増田先生ヘルスサ 

  ポート卓話ありがとうございました。    

・武末会員 葉山さん北さん、次々年度会長幹事 

  就任おめでとうございます。            

・延岡会員 人吉中央RC梅田様、人吉地区法人会 

  入会ありがとうございます。            

・新堀幹事 増田先生、突然変更卓話ありがとう 

  ございました。                        

・山口会員 地区大会で出席高齢者表彰状をもら 

  いましたのでニコニコします。          

 


