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国歌斉唱 

ロータリーソング   「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和  職業奉仕委員会 

来客紹介       ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間       会報ＩＴ委員会担当 

             『ロータリー雑誌月間にちなんで』 
 

 

 

 
左から、濱本会員・岡部会員・上河内会員・山下江会員・小河会

員･水野会長  皆様おめでとうございます！ 
 

 

 

４月はロータリーの雑誌月間です。ロータリーの友などの雑誌に

対する会員の認識を深め、それによってロータリー情報の普及を 

 

図ることが目的です。今月３週目に会報IT 委員会で担当していた

だき、「ロータリー雑誌月間に因んで」と題してプログラムを組んで

いただいております。 

今日は 近の医療情勢の一端を話させて頂きます。 近生活保

護を受ける人の数が増えておりますが、私の医院でもこの３月に５

３名が受診しておられます。かつては月１０名ぐらいでしたから、い

かに増えているかがわかります。症状の重い方は当然受診されて

構いませんが、ごく軽症の方まで受診され、自己負担がありませ

んからすべて税金で賄われることを思うと複雑な心境です。しかし

受診拒否しますと、おそらく医師法違反となります。 

話は変わりますが、総合診療医、家庭医、ホームドクター、プライ

マリーケア医などという言葉を聞いたり、新聞で読まれた方もあろ

うかと思います。これは何科でも相談にのったり、診療して自分の

手に負えない場合専門医に紹介する医師のことです。今まで医

者は専門医指向でしたが、これからは総合診療医も増えてくるも

のと思われます。厚労省ではこの総合診療医を増やして、専門医

にかかる前に仕分けするゲートキーパーの役目をさせ、医療費を

抑制したいという考えが見え隠れします。私は皮膚科の専門医で

すが、何科の患者を診ても、また治療しても違反にはなりません。

しかし実際問題として、自分の修練した得意の科以外は相談を受

けたらその道の専門家に紹介します。このように今の開業医は専

門医であると同時に家庭医の機能も有していると思っております。

イギリスでは初診は決められた家庭医にしかかかれず、専門医に

かかるには数か月も待たされるようです。アメリカでは保険の種類

によって受ける医療に優劣があります。日本ほど自由に医療が受

けられる国はどこにもありません。 

 
 

 

＊広島１４ＲＣ合同懇親ゴルフ大会のｷｬﾝｾﾙ期限は４月５日(金)

です。これを過ぎてのｷｬﾝｾﾙは登録料の返金がありません。 

＊例会終了後、理事会を開催します。 

＊ガバナー月信（ＢＯＸ配布） 

＊ロータリーカード入会申込書（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

社会奉仕委員会  合田副委員長 

５/３１～６/２の二泊三日で東北震災復興応援ツアーを実施しま

す。是非、ご参加をお願いします。 
 

 

 

 

■本日の例会    ２０１３年４月１１日（木）  第２１２８回

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 日刊ｽﾎﾟｰﾂ新聞社 ﾌﾟﾛ野球評論家 

 山本 一義 氏 

 『プロ野球界で学んだリーダーシップ』

前回例会報告  ２０１３年４月４日（木）  第２１２７回 

幹事報告               幹事   山内 盛利

会長時間              会長   水野  勝 

委員会報告 

誕生月お祝い 

ガバナー補佐ＩＭ御礼 

グループ６鵜野俊雄ガバナー補佐が

例会にお越しになり、去る３/９に行わ

れたＩＭへの出席に対するお礼のご

挨拶を頂戴しました。 
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クラブ運営方針 小さな奉仕を重ねよう、大きな目標のために 

 

 

 

ゴルフ同好会 

３月度例会成績発表 

 
 

 

 

【自主出宝】 

水野会員･増田会員･山内会員･石井会員･島本会員 鵜野ｶﾞﾊﾞﾅ

ｰ補佐、大中ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐付幹事、本日は北ｸﾗﾌﾞの例会にようこそ

お越し下さいました。また先日のＩＭでは大変お世話になりました。

改めて御礼申しあげます。 

塩本(能)会員･久保(豊)会員･丸本会員 本日、国際奉仕小委員

会の担当例会をさせていただきます。ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞへのご入会宜し

くお願い致します。 

庄子会員 暖かくなりました。桜の花も満開です。鵜野ｶﾞﾊﾞﾅｰ補

佐、大中ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐付幹事ようこそいらっしゃいました。 

杉山会員 先月２回お休みしました。申し訳ありません。間が空い

てしまいましたが、３月の多打喜会でまぐれの初優勝をしてしまい

ました。今後とも精進して頑張ります。 

山下江会員 ちょうど一週間後に、Ｕﾀｰﾝ後の１才を迎えます。生

かされていることに感謝します。 

濱本会員 本日は、誕生日のお祝いをありがとうございます。入会

して１年半が経ちますが、まだまだ未熟者です。今後ともご指導の

程、宜しくお願い致します。 

佐藤会員 本日､卓話をさせて頂きます｡よろしくお願い致します｡ 

水野会員･増田会員･山内会員･石井会員･島本会員 佐藤会員、

入会以来３ヶ月余り。ﾛｰﾀﾘｰには馴染まれましたか？本日の新会

員卓話、楽しみにしています。 

小河会員 久しぶりにきました。よろしくお願いします。 

岡部会員 誕生日お祝いありがとうございます。ＯＫＢ４８から卒業

しますが、ＯＫＢのことは嫌いにならないでください！ 

濱本会員 多打喜会のﾍﾞｽｸﾞﾛの訂正です。上野会員と久保豊年

会員でした。 

土井会員 桜も盛りです。６日は洋北山歩隊のお花見です。多く

の皆様、ご参加下さい。 

上河内会員 誕生日をお祝い頂き、ありがとうございました。つい

この前誕生日でニコニコに出宝したばかりなのに、もうやってきま

した。ほんまに一年経つのが早すぎます！ 

山下(正)会員→鈴木会員 鈴木君が両替をニコニコに頼んできた

際に手数料をニコニコに出宝して下さいました。一部両替が不足

していたので、私も出宝します。 

泉会員 ４/１ｺﾞﾙﾌ場で同伴のＭさんが持参した魚肉ｿｰｾｰｼﾞを頂

きました。今日、家内が空袋を見て｢犬の餌｣だったことに気付きま

した！Ｍさんもお気付きではないようです。Ｍさんは当クラブの人

です。 

下前会員 先月の多打喜会でﾍﾞｽｸﾞﾛ賞でした。 
 

当日計 29,000 円（内、ｗｅｂ 6,000 円） 累計 1,126,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 

 

 
 

 

 

 

『自己紹介』 
 

佐藤 忠寛 会員（2012.12.13入会） 
伝統と格式のある広島北ロータリーに入

会出できた事を感謝いたしております。誠

にありがとうございました。 

この新会員卓話では、私の事をお話しし

たいと思います。 

私は１９７３年１月に生を受け今は４０歳に

なりました。 

宮崎県の都城市という場所で育ち、小中

を経て、以前は野球の名門であった都城

高校に入学いたしました。 

小学生のころより釣をやっており、今では磯釣りをメインに様々な

海に行っております。 

高校時代はラグビー部に所属していました。１年と３年の時に花園

に出場し、１年の時にはベスト８まで登りつめることができました。 

今ではフォワードの体型ですが、以前はバックスで１５番のフルバ

ックを担当していました。 

ラグビーにご興味がある方はご存知のことと思いますが、私が１年

生の時、３年生で大活躍されていたのが、元オールジャパンの長

友洋二さんです。長友洋二さんとラグビーで戦いたいと思い早稲

田大学を受験いたしましたが、見事に失敗し、アメリカの大学に行

く決心をいたしました。 

ラグビーは３２歳までやっていましたが、試合中に足が吊り始めて

引退をしましたが、４０歳になり４０歳以上のラグビーリーグの参加

を考えております。 

アメリカに行く決め手となったのは、父の友人の方から、宮崎を知

りたければ九州のどこかに行けば良い、九州を知りたければ福岡

に行けばよい、日本を知りたければ東京に行けばよい、世界を知

りたければアメリカに行けばよい、との言葉をもらい、アメリカにしま

したが、後日知人の方からは、早稲田を落ちた慰めで言ったのに

本当に行くとは思わなかったと言われビックリしました。 

アメリカは治安も良くなく、州によって消費税なども違う事から、

色々と調べ、ドラマ｢オレゴンから愛｣で一躍有名になったオレゴン

州に行く事にしました。オレゴンは治安も良く物価も安いうえに消

費税もありませんでした。何よりも誰をも圧倒させるほどの大自然

がオレゴンには広がっており、多くの人々がオレゴンに観光に訪

れています。そんな風光明媚なオレゴンでは、 初の３ヶ月は語

学学校で学び、その間に大学入学に必要な TOEFL の点数を取

り、西オレゴン州立大学へ入学いたしました。 

大学ではビジネスを専攻し、副専攻でコンピュータを学びました。 

アメリカの大学は入学するのは優しく、卒業するのが難しいと言わ

れますが、本当に苦労させられました。 初の１年間は授業にな

かなかついていけず、日本語を学びたい友人にチューターをお

願いし、代わりに日本語を教えながら、なんとか単位を取っていま

した。 

ただでさえ単位を取る事に一苦労であったのに、 大の課題が、

３年９ヶ月で卒業しなければならない事でした。 

会社によっては秋入社のところもありましたが、大半の会社では春

入社のため、就職浪人になる事から、２年生の時から単位を多め

に取り、なんとか卒業にこぎ着けました。 

アメリカでの生活は私の人生観を変えるものでした。 

毎日勉学が大変でしたが、アメリカに住んだ事で様々文化を学び、

改めて日本の良さも発見出来る事もありました。 

また、アメリカでゴルフを覚え時間があれば行っていたのですが、

なかなか上達できず、今でも悩みながらゴルフをしています。練習

が上達の早道なのは分かっているのですが、練習場に足が向き 
 

卓話時間  Ｐａｒｔ１ 

ニコニコ箱           ニコニコ委員会 

同好会報告 

優勝 杉山会員 

 

おめでとうございます！ 
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クラブ運営方針 小さな奉仕を重ねよう、大きな目標のために 

 

ません。ただ、多打喜会の方々にご迷惑をお掛けしないように、

今後は練習場にも行くように心がけます。 

大学を卒業した後は、ＮＴＴからＮＴＴコミュニケーションズを経て

キョーエイ産業に入社した後にＦＩＧ福祉会に入職しました。現在

の仕事を始めるきっかけになったのが、キョーエイ産業にて医療・

福祉の部署を立ち上げた事によります。 

医療法人の新規立ち上げ支援、薬局の開設支援、もちろんのこと

土地の手当から建築までを手がけ、福祉では施設の開設の支援

や施設のファンド組成を行いました。 

ＦＩＧ福祉会では経営企画を担当し、法人だけでなくグループ全

体の経営を見させて頂きました。 

しかし、社会福祉法人では出来る事が限られており、私がやりた

かったコンサル業務がなかなか出来なかったため、石田理事長に

無理を聞いて頂き、独立の道を決めました。 

独立後はＦＩＧ福祉会の顧問もさせて頂きながら、医療法人、社会

福祉法人、一般企業と幅広く医療・福祉に関わるお仕事をさせて

頂いております。 

現在では、医療法人の理事も兼務しております。 

直近では２つの薬局の開業が見込めており、今後は薬局を７店舗

まで広げていきたいと考えております。 

また、日本だけでなく中国でも福祉施設の開業支援をさせていた

だいておりますので、それを足がかりに東南アジアでの開業支援

も視野に入れております。 

こうしてなんとか仕事が頂けているのも色々な方のご支援のおか

げであり、いつかその恩返しができればと思っています。 

より良い医療・福祉を地域の皆さんに還元出来るように、経営者

の方々をサポートし、社会に貢献していきたいと思います。 

また、広島北ロータリーに所属している事を誇りにし、ロータリーを

通しても社会に奉仕出来るよう頑張ってまいりますので、諸先輩

のご指導を何卒お願いいたします。 

今日は長い時間お付き合い頂きましてありがとうございました。 
 

 

 

国際奉仕委員会担当 

『ロータリー･カードの活用法について』 

 
毎日の買い物や公共料金のお支払いで、財団活動に貢献できま

す。 

 

ロータリー・カードで買い物をすれば、ご利用金額の０．３パーセ

ントが財団に自動的に寄付されます。さらに、貯まったポイントで

財団へご寄付が可能となっています。オリコカードとの提携により、

そのほかにも充実したサービスがご利用いただけます。 

「ロータリー・インターナショナル・ゴールド・マスターカード」と 

「ロータリー・インターナショナル・スタンダード・マスターカード」の

２種類があります。 

 
是非、ご入会をお願いします。 

 

 

 

報告 鈴木 孝幸 会員 

去る４月２日広島文化交流会館にて、東北復興支援プロジェクト

主催の「広島よくばりツアー」に私の三男と参加してまいりました。 

これは、一昨年の東日本大震災で被害を受けた東北の小学生４

０人を広島に招待するという２７１０地区と気仙沼南ＲＣ、韓国の地

区との合同マッチンググランド事業です。 

当日は、２７１０地区の大之木ガバナーをはじめ、地区会員やその

子供たちも参加し、広島大学の学生ボランティアの方々の進行の

もとでホストを務めました。夕食を済ませた後は、出席者全員参加

のゲームや出し物で大変和気藹々とあっという間の２時間を過ご

しました。終始子供たちの笑顔や笑い声が絶えませんでした。 

また、当日は気仙沼南ＲＣより小山パスト会長、吉越職業奉仕委

員長、春日プログラム委員長が参加されており、「昨年は貴クラブ

の皆様には大変お世話になりありがとうございました。高原直前会

長様をはじめ会員の皆様によろしくお伝えください。」また、「６月

には再び気仙沼にお越し頂くことを心よりお待ちしております。」と

参加される皆様にお伝えくださいと伝言を預かりました。 

  
 

  
 

 
 

 

2015-16 年度ガバナーノミニー決定のお知らせ 

 

２０１５－１６年度ガバナーノミニー候補者とし

て宇部西 RC 会員の東 良輝（あずま よしき) 

氏が正式に決定いたしました。 

 

■出席報告 

２０１３年４月４日（木） 会員数 ８０名 

出席 ６４名  欠席 １６名 

来客  ３名 

３月１４日例会出席率  ９８．７２％ 

■お客様ご紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

鵜野 俊雄 様（Ｇ６ガバナー補佐） 

大中 恒男 様（ガバナー補佐付幹事） 

松本 洋介 様（広島） 

■次回例会 ２０１３年４月１８日（木） 

  卓話 会報ＩＴ委員会担当 

      『ロータリー雑誌月間に因んで』 

卓話時間  Ｐａｒｔ２ 

東北こども支援プロジェクトに参加して 


