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たら、その後の検査もなく、生検の時の担当医師は居なくて、別
の医師から退院の時に貰った抗生剤を出されただけでした。次の
日も微熱は少しずつ上がって行き、知人にに相談したら、知り合

■国家斉唱

いの泌尿器科の先生を紹介してもらい、電話で相談したところ、
生検時の感染が原因のようで、急性前立腺炎のようです。すぐに、

■ロータリーソング「我等の生業」

もう一度その病院へいって、
「点滴入院」と言って入院を頼みな
さいと言われました。

■会長の時間（会長 白木誠一 )

そこですぐに行き、診察受付にいきましたが、今度は受付で 30
分位待たされた後に、看護師さんが出てきて、又初診と同じよう

健康管理

な問診がはじまりました。入院して、それまでの事は病院で判っ
ているとおもいますので、
「点滴入院」をと話したら、「そんなに

3 年程前から、血液検査で前立腺の PSA が 5 ですねと言われ、

簡単に、すぐに入院できるものではありません」とポンと話を蹴

1 から 4

られてしまいました。私は、それは先生が判断するのではと思い、

位が正常ですが、前立腺で癌が出てくると数値が上が

り、少し肥大してきても少し数値が上がりますので、定期検診を

ここから、少し病院に不信感がでてきました。その後担当の先生

続けた方が良いと言われました。その翌年に、同級生が前立腺癌

が診察して、即入院になり、毎日朝晩の２回点滴となりました。

で亡くなり、検査した方が良いのかなと思いました。昔ﾏﾗｿﾝ後に

かなり病状が悪いのかなと言う感触を受けました。その日の夜に

体内感染がひろがり、腎盂腎炎から前立腺炎の合併症をおこし、

は３８. ５度まで熱があがり、入院時の看護師さんが熱が上がっ

心臓の不整脈、と上室性頻脈の持病ともいえるものと付き合うよ

てきつい時は、解熱剤を入れてあげますので、いつでも言ってく

うになりました。その時に行ったことがある泌尿器科に、昔と同

ださいといわれました。それから夜の１２時まで我慢しましたが、

じと思いかかりました。

熱が下がる様子がなく、解熱剤を頼もうと思いﾌﾞｻﾞｰを押して、

病院では前立腺の検査は生検があり

ますが、しますか？と聞かれました。私はした方が良いかどうか

解熱剤をお願いしたいですと言いましたが、なかなか来てくれま

の判断がつかず、しますと言ってしまいました。

どんな検査

せん、15 分位経ってから、一人の看護師さんが、黙って入って

ですかと聞いたら、直腸から直接針を刺して細胞を取る検査で、

きて、カルテを見て . 頻脈は出ていません、３８度位では解熱剤

一晩で帰れますよ、と言われ、痛いですかときいたら、
「少しで

は入れません、と一方的に言ってさっと出て行きました。出たら

すね」と言われました。

間に合わないような気がしましたし、２回目の不信感が出てきま

痛みには弱い方なので、
「麻酔はし

てもらえますか」ときいたら「簡単な麻酔ですね」と答えられま

した。ちなみにその日は祝日前で、そのフロアーには入院患者は

した。

２人だったようにおもいます。それから平熱に戻るまでに１週間

お医者さんが生検をしますか？、簡単な麻酔？何か掴み

どころのない感じでした。

当日麻酔用といわれ、錠剤を渡さ

かかりました。思い返すと、入院時は敗血症を引き起こして、か

れて、これだけ？少し心配でしたが、検査に入る時に、少し強い

なり危なかったのかなとおもいました。隣のベッドに居た人も生

口調で「少し痛いですよ」「え！」消毒は？

検後に感染したと言っていました。私の知人も聞いた話、やはり

検査を始める最初から強烈な痛みが走り、
「ぎゃー」と声をあげ

生検後に感染したとききました。

てしまった程でした。始まったらしょうがないと思った次の瞬

退院後検査結果が出たので、家族の方と来てくださいと連絡があ

間「ガチャと」機械が動き始め、腸の中で、又痛みが走りました。

り、家内と一緒に行きましたら、先生が PC の画面を見ながら検

３０秒おきくらいに針が刺しはじめ、５回目位に「あと５回です

査の結果は癌でした、と伝えられ、そーうか、やっぱりか、と思

ね」といわれ、人生の中で、こんな痛い思いをしたのは初めてで

い 20 秒位経った後、他のひとの間違いでしたと。正常でしたと。

した。それで痛みとは、神経から頭で感じているのだと、自分に

今もあまり前立腺は調子よくありません。今度は別の病院に行

言い聞かせ、手を切断されても、我慢できるような同じ痛みと感

こうかと思っています。

じ、今だったら誰とでも喧嘩出来るような感覚になり、自分に言

後日、総合病院で生検をした人に聞いてみますと、痛みは全然な

い聞かせて我慢でした。又、翌日退院しましたが、３日位はトイ

かったよ、寝てたら終わってました。次の日に帰って終わりだよ。

レに行って小を出すときに、一時的に痛みと向かい合いました。

と聞きました。簡単な検査と思っても、もう少し調べて、どうゆ

やっと３日目位に、平常に戻っていくかなと思ったら、それか

う検査は、どこの病院でした方が良いか、事前に知っておく事が

ら良くなる感じがなく、その後数日様子をみましたが、良くなる

大事かなと思いました。

気配がなく、微熱が続くようでしたので、もう一度その病院に行っ

まさか、感染が待っていたとは思いもしませんでした。
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■幹事報告（幹事 古田哲朗）

熊本東南ＲＣ記念事業準備費

〃

10,000 円

ポリオ募金

〃

3,000 円

その他

１）
永田壮一 ガバナーより、ガバナーノミニー・
デジグネート（２０２０〜２０２１年度）決定の報告。

年間クラブ会費・寄付金の納付は金額が上昇傾向にあります。ク

熊本江南ロータリークラブ

ラブ運営費について検討を要する時期かも知れません。会員に充

硯川 昭一 氏

分に検討して頂きたいと思います。

今後の行事
開催日
5月

行事名

場所

会場

出席者

■委員会報告（次期幹事 村瀬直久 )

5月6日（日）

地区ローターアクトロータ
熊本会場･･･白川
リー家族清掃活動及び台湾 熊本県熊本市
案内中
公演
地震募金活動

5月19日（土）

会長ノミニー研修セミナー

5月19日（土）

第31回熊本グループ留学生
九州ルーテル学
熊本県熊本市
交流会
院大学体育館

5月20日（日）

RLI（ロータリーリーダーシッ
大分県大分市 ホルトホール大分 案内中
プ研究会）パートⅡ

5月26日（土）

福井学、古田哲朗、前
ＡＮＡクラウンプラ
熊本中央RC創立30周年記
田日出夫、宮川義行、
熊本県熊本市 ザホテル熊本
念式典
佐野茂、白木誠一、堤
ニュースカイ
勝也

6月16日（土）

熊本南RC創立60周年記念
熊本県熊本市 ホテル日航熊本
式典・祝賀会

大分県大分市 ホルトホール大分 内田信行 副会長

・５月９日（水）次年度理事会開催
・各委員会へ（現・次期）引継ぎ書と
活動計画書ご提出の
お願い（４月２５日まで

■委員会報告（中島祐爾 )

案内中

島田ＲＣ（静岡県）の交流部会の皆さんが、

■ロータリー情報の時間

親睦旅行で来熊される際に熊本地震義援金

（ロータリー情報担当委員 鈴木義親）

（５万円）を持参されましたので、夕食会場の「城見櫓」に受け
取りに行って参りました。城見櫓さんからご相談がありましたの

●大雨，地震、火山噴火と不吉な

で、熊本東南ＲＣでお預かりすることになりました。

前触れの様子。
●ロータリーには三大義務があります。
（１）例会出席
（２）会費納入（会費の明細）
（３）ロータリーの友の購読 ( ガバナー月信、クラブ活動計画書 )
例会出席に着いては前にもこの時間で述べています。
ロータリーの友の購読については毎月の第１例会において雑誌会
報委員会において重要な関係ある記事の紹介がなされています。
国際ロータリーの記事、国内ロータリーの諸記事が掲載されてお

■委員会報告
（青少年奉仕担当委員 松本一也 )

りロータリアンの勉強として必読が奨励されています。私はこれ
に「ガバナー月信」も付け加え、地区の動向にも目を向けて頂き

５月６日のロータリー家族清掃活動及び台湾地

たいと思います。

震募金活動への参加のお願い

それに「クラブ活動計画」にも時々目を向けて頂けますなら大変
ロータリーの現状が近づく事になると思います。
そこで本日は、会費納入につきましてロータリー年度始めの７月
に前期分、翌年の１月に後期分として２回に分けて請求されます。

■出席報告
（出席・プログラム担当委員 河岸彦治）

又は、３ヶ月毎に年４回に分けての納入も可能とされています。
さて、ロータリー会費の内訳についてでありますが、新入会員の

月日

皆さんには、
説明が詳しくされておりません。会費納入請求書の内訳をよく目
をとうして
頂くと、高額であると感じられた方もあるかも知れません。
ロータリー年会員・寄付金の内訳
会

費

年額 230,000 円

Ｒ財団寄付

〃

100 ドル（その時々の相場）

米山奨学金寄付

〃

5,000 円

熊本県Ｒ奨学金寄付

〃

4,000 円

交換学生受入費

〃

4,000 円

東南ＲＡＣ助成金

〃

10,000 円

姉妹クラブ積立金

〃

15,000 円

フィリピン里親会費

〃

2,000 円

会員数 出席者数

44
04 月 11 日 （免 4）
40
44
04 月 25 日 （免 3）
41

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

5

33

82.50

28

31

75.61

出席免除
04 月 11 日

住江正治

鷲山法雲

島村徹男

04 月 25 日

住江正治

鷲山法雲

島村徹男

河岸彦治

欠席者（7 名）
04 月 11 日

内田敏視

渡邊一弘

山本浩之

西村陽介

山坂哲生

山本修三

今度の 100% 出席の日は
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益田敬二郎

05 月 30 日です。

●村瀬直久「幹事部会」

■スマイル
（親睦・スマイル担当委員 緒方公一）
◎宮川義行 5,000 円
先日の地区研修・協議会の報告をされる各委員長の皆さん、御苦
労様です。
日曜日に珍しく街で飲んで意識を失って救急車で済生会に運ばれ
ました。その時、柱や壁にぶつかって倒れたらしく、まぶたが紫
色に変色、側頭部が腫れています。食事すると傷口が痛みます。
しばらくおとなしくします。当日当直医だったＳ先生は、偶然に
も５年前にステント手術をしてくれた担当医でした。すぐに心臓
を検査、
「僕の手術は間違いない。心臓はしっかりしてるよ。
」と
太鼓判。体は痛くても何か安心した 1 日でした。
◎河岸彦治 3,000 円
20 日にわたりウズベキスタン各地のシルクロードの旅をしてき
ました。足が予想以上に弱っていたのを実感しました。

■地区研修・協議会報告
●白石 繁「ガバナー補佐・会長部会」
規定審議会について
規定審議会代表議員 赤山武興氏（人吉ロータリークラブ）
・投票はオンラインで行われている

クラブ幹事の仕事（MY ROTARY より抜粋）
１．MY ROTARY を活用する：幹事の仕事
をこなすための第一歩
２．クラブの管理運営：効果的な運営を支えるために
３．会員データの管理：事務局とクラブをつなぐ
４．財務：会費、人頭分担金、財団寄付の支払いをする
５．記録の管理：クラブ規定を確認し、資料を管理する
６．リソース：クラブ運営のための相談相手と資料
・MY ROTARY への登録
・ＩＤナンバーの確認

●永野昭一「会計部会」
［2018-2019 会計活動計画］
• わかりやすい、予算書、決算書の作成を行う。
• 財務状況を 3 ヶ月に一度報告する。
（1 月には、半期決算報告を行う。
）
• 会計業務のマニュアルを作成する。
（次年度への引き継ぎの円滑化）
• クラブ運営費の削減検討
（奉仕活動費への予算配分シフト検討）

●松本一也「管理運営部会」

・議決案件が発行されると直ぐに投票が開始される
・準備が整ったらパスワードを入力する（マイロータリー）
・投票の委任は認められない
・選挙権のある人は、代表議員のみ
（定款催促委員会、ＲＩ会長、ＲＩ会長、ＲＩ理事、財団管理委
等は不可）
【COR に対するポイント】
・代表議員は投票する為に必ずＭＹＲＯＴＡＲＹに登録
・一度投票すると、棄権 変更はできない
・投票結果を入手できる
【決議審議会終了後】
・クラブに投票結果を報告する
・ロータリアンは、ＭＹＲＯＴＡＲＹで結果をみることができる
・すべてのクラブ、地区及び代表議員は 2 カ月以内に結果を受ける
・次回の決議議会に向けて準備する
【日程について】
省略
【その他】
・すべての情報はロータリーホームページの規定審議会のページ
に網羅されている。
※最後に質疑において、
「国際ロータリーの会計報告、監査報告を受けたことがないが如
何になっているのか？
このことが各会員の国際ロータリーへの関心が高まらない要因の
ひとつではないか」との質疑がありました。
ガバナーをはじめ誰も決算報告について回答することができませ
んでしたが、閉会間近に「ＲＩのホームページで確認することが
できる」との回答ありました。
何れにしろ、今回の協議会で「今後は全会員のＭＹＲＯＴＡＲＹ
への登録は必要不可欠である」ことを痛感しました。

管理運営部門運営方針
『クラブの活性化、目指すは日本一』
高山次期ガバナーより重点取組事項として、
「ク
ラブの活性化」が示された。管理運営部門が最も力を入れて、取
り組まなければならない事項。
①クラブ戦略計画立案への着手
・クラブの中・長期的ビジョン作成
②少人数クラブによるセミナー開催
・30 名以下のクラブによる情報交換
③ RLI( ロータリー・リーダーシップ研究会 ) の実施
・今年度は RLI 委員会を管理運営部門の中に配置
④職業奉仕の研究と実践
⑤マイ・ロータリー登録率の向上
・前年比 10%UP を目指す
⑥ロータリークラブセントラルへの入力促進
・全クラブがチャレンジしてください
管理運営部門への取り組みお願い事項
・規定審議会後のクラブの柔軟性への対応状況とその効果や影
響についてのアンケート調査
・30 名以下のクラブによる情報交換会の開催
・RLI の開催
・サインメイクアップの是非についての検討
○クラブ奉仕委員会 活動方針
クラブ管理委員会の役割は、クラブの効果的な運営のために活
動することです。クラブが効果的に運営されてはじめて、地域社
会に奉仕し、会員を維持し、クラブや地区、ひいては国際ロータ
リーのリーダーとなる会員を育成すること ができます。
2018-2019 年度の主な活動方針は “ 少人数クラブによるセミ
ナーの開催 ” を新たに加えます。各クラブ精力的に奉仕活動をさ
れておられますが、少人数クラブが情報交換、互いに連携するこ
とによって、ロータリーの活力を

−３−

底上げし地区の活性化を目指します。
○ RLI 委員会 活動方針
RLI は、ロータリー・リーダーシップ研究会の略称です。参加
者がディスカッションを通じてロータリーの理解を深め、ロータ
リー活動へのモチベーションを高めて行くことを目的としたセミ
ナーを開催します。
ディスカッションリーダー (DL) の皆さまにご協力をいただき、
地区内でのセミナーを多く開催していきたいと考えています。ま
た、多くの会員の方に RLI セミナーに参加していただけるよう努
力します。

●前田日出夫 「公共イメージ部会」

●宮川義行「職業奉仕担当」
去る 4 月 8 日に行われました地区研修・協議
会の職業奉仕部門の会議の報告を行います。
ロータリーの金看板といわれる職業奉仕につ
いて、参加者の皆さんの認識と、その実践報
告をおこなっ てもらいました。
職業奉仕とは、皆さんの事業や職務の道徳的水準を高め、奉仕の
理念を実践していくこと。
会員の役割りとしては、
1、ロータリーの理念に従 い自己を律し事業を行うこと。
2、職業人としての経験を社会のニーズに役立て、クラブが開発
したプロジェクトに応えること。
実践報告としては、3 クラブからありました。
宇佐 2001RC は、宇佐市内の中学校で一年生を対象に会員が 1
人 15 分で自分の職業について紹介、1 回の訪問で 3 人のロータ
リアンがお話をす るとのことでした。
熊本江南 RC は、知的障害の高校生に会員のホテル総支配人が礼

・最近は耳にすることが少なくなった「社会奉仕に関する決議
２３−２４」の研修をやりましょう。かつてロータリー分裂を生
じる程の対論争が行われたことを知らない会員も多いと思われます。
２．活動方針

秋山部門長

❶ 2019~2020 年度に社会奉仕部門と国際奉仕部門に独立するこ
とを目標に、それぞれの委員会の充実と組織づくりに全員で取り
組むこと
❷セミナーは、クラブ委員長が一年間楽しく、自信をもって活動
しリーダーシップを発揮できる内容を提供していくこと（出席義
務者はクラブ委員長のみ )）
❸公共イメージ部門と連携し、社会奉仕活動と国際奉仕活動を地
区内外や地域住民に向けて発信し、活動の基盤とクラブの体制づ
くりの支援をしていくこと
部門の具体的な活動計画
❶社会・国際奉仕部門シンポジウム（部門内の課題について討論）
7 月 28 日
❷社会奉仕セミナー／国際奉仕セミナー（午前・午後に分かれて
開催）10 月 27 日
❸国際奉仕の集い（グローバル補助金、ポリオ撲滅の講演会・討
論会）2 月 24 日
❹ロータリー地域社会共同体（RCC）の魅力と可能性について、
社会奉仕委員会で検討し、75 クラブへ発信していく
❺グローバル補助金の活用を具体的に考えているクラブのサポー
トを行うこと
❻ブライダル活動については 2017~2018 年度で終了することを
委員会で決定
❼地区もクラブも楽しく活動できるリソースを活用していくこと
を推進する
❽各委員会が部門として独立できる組織づくりを模索していくこと

儀作法を教え、現在別の会員の工場に作業実習で受け入れ適正を
見ているとのこと。
大分キャピタル RC は、小、中学生を 6 名ずつのグループに分け、
今自分の好きなことから将来の職業を考えていくワークショップ
形式の事業取り組みをしているとのことでした。
多くのクラブが取り組んでいる活動としては、
1. 職業卓話 ( 外部講師卓話含む )
2. 職場訪問
3. 各種表彰；従業員を表彰・勤続 5 年以上模範となる者に賞状、
記念品授与 毎年 八代 RC
；職業奉仕賞贈呈・阿蘇地域で活躍した会員を選び、賞状、記念
品授与 毎年 阿蘇 RC
；職業人表彰・竹田で活躍した人を新年家族会に招待し、その場
で感謝状 商品券の授与 竹田 RC
以上の取り組みが紹介されました。

●山田公也「米山記念奨学会部会」

■海外でのメークアップ報告
（小畑成司）
ハワイ・ホノルルＲＣでメークアップしてき
ました。

●吉田嘉昭「社会奉仕部会・国際奉仕部会」
１．高山ガバーナーエレクトより
お願い

目標設定の

・グローバル補助金を活用した事業をＲ財団部門と連携して立案
し実行してください。
・地域の真のニーズをどのようにして見付ければ良いかをテーマ

■点鐘

にセミナーで討論してみては如何でしょうか。

−４−

編集者

村瀬直久

