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四つのテスト　　言行はこれに照らしてから　❶ 真実かどうか　❷ みんなに公平か　❸ 好意と友情を深めるか　❹ みんなのためになるかどうか

本日のプログラム レディースデー例会
MBCタレント  柴  さとみ様「放送よもやま話」

寛容の精神で友情の絆寛容の精神で友情の絆

職 業 奉 仕 賞 　田代  夏子 氏職 業 奉 仕 賞 　田代  夏子 氏

２月 平和と紛争予防／
紛争解決月間

会  長  の  時  間 宇都　和治

東風ふかば　にほひをこせよ　梅の花
あるじなしとて　春なわすれそ

菅原道真

　時の右大臣であった菅原道真が、藤原氏の陰
謀により大宰府に左遷されるときに詠んだ有名
な歌です。主人（道真）を慕った梅は、道真が
大宰府に着くと一夜の内に道真の元へ飛んで来たと言われていま
す。これが有名な「飛梅伝説」。
　２月、春一番が吹き荒れ日本列島大荒れの日曜日でありました。
今朝のＮＨＫの天気予報でアナウンサーが「明日は身も心も凍る
ような雪の朝になります。」と言ってましたけど、皆さんインフ
ルエンザが大流行しております。まめなうがい、マスクの着用、
手洗いでしっかり予防しましょう。
　本日は職業奉仕賞の授賞式です。長きにわたり病院看護師とし
て、医療の分野で地域医療の一翼を担い貢献されてきました田代
夏子様の表彰であります。表彰理由、功績については後程、橋元
職業奉仕委員長からご紹介があります。豪雪の為、例会中止、山
形屋閉館のアクシデントがあり１月25日の予定が本日に変更にな
り、受賞者の田代様には大変ご迷惑おかけ致しまして申し訳あり
ませんでした。

　合同新春例会の時もお話ししましたが職業奉仕で有名なのは
シェルドンです。彼の有名なスピーチがあります。彼は職業奉仕
の説明に靴屋さんの例を引きます。世界中の靴屋さんが１か所に
集まる。靴の製造器具と共にあつまる。突然の天災で全部なく
なったら靴なしで歩くことになる。裸足で歩くのはたまりません。
その時社会は靴屋さんがいかに世の中の為に役立っているか、職
業を通じてサービスをしているか、感謝せざるを得ません。非常
にわかりやすい例であります。病院、薬局等の医療の分野もサー
ビス業に分類されます。最初の頃はなんで医療が旅館業やレスト
ランなどと同じサービス業なんだろうと思っていました。職業を
通じたサービス。相手の為になる行為をしている。そのように考
えればどんな職業でも世の中に役立っている。つまり天職である。
天から与えられた世の中の為になる職業です。自動車会社での職
業奉仕とはどういう事か。良い車を作る、運転しやすい安全な
ユーザーの為になる車を製造する、又、環境に優しい車を適正な
価格で販売する、それが職業奉仕である。仮に救急車を寄付する。
それは立派な行為ですが、職業奉仕でなく社会奉仕になる
　以上職業奉仕はロータリアン全員が自分の天職を通じてできる、
人の為になる行為であり、４つのテストに具体的に表されている。
全ての職業が天職であり世の中の為になる職業です。自分の職業
を大事に職業を通じて世の中の為、人の為に、社会の為に貢献す
る職業奉仕についての一考察でした。以上

　在宅ケアサポートみなみ風の田代と申
します。このたびは、鹿児島中央ロータ
リークラブの定例会にお招きを頂き、あ
りがとうございます。
　職業奉仕賞ということで最初何だろう
と思っておりましたが、「自分の職業を
通して社会に貢献している方に贈られる
賞」とお聞きし、大変恐縮いたしており
ます。本当にありがとうございます。

　私は小学５年生の時、母を胃がんで亡くしました。今と違いま
してほとんど治療はなく痛みと闘いながらの最後でした。その事
もあってかなんの迷いもなく看護短大に入学しました。鹿児島大
学病院に就職し２～３年と経過するごとに自分のやっていること
に疑問を持つようになりました。病院では、白血病、胃がん、、、
よくならない、治らないとわかっているのに最後まで点滴諸々の
治療を受けながら、「帰りたい、子供に会いたい、お母さんに会い
たいと、、、」といういろいろな思いを抱えながら病室で亡くなって
いかれる。そのような状況が多いでした。お見送りするたびに悔
しく悲しい思いで、少しまだお元気なうちに自宅で家族と一緒に
母親として、父親として、子供として、それぞれの役割を果たし
ながら最後まで過ごすことが出来たらどんなにいいか、と考える
ようになりました。そう病院と同じ医療、看護を医療者が持って
出向いていったらいいのでは＝今の訪問看護制度です。その頃は
そういう制度はありませんでした。平成６年南風病院就職、訪問
看護を立ち上げ、「24 時間 365 日いつでも訪問します」を掲げ一
人で走りました。最初は変な人と思われていたと思いますが、病
院から在宅へという時代の流れもあり、あっという間にスタッフ
も増え、形あるステーションとなりました。がんの末期、難病の方々
に関わりを持たせていただくうちに、ご本人はもとより介護する
ご家族の疲弊感が大きいのに気づきました。いつ終わるともわか
らない介護で介護者は限界の状況です。一日でもお休みをしてい
ただけるようと交代で訪問して頑張ってみたが足りません。レス
パイト「介護疲労を助ける」入院先をさがしてもなかなかうまく

いきません。通常の通所事業ではそうい
う重症の方を受け入れることは困難でし
た。こうなったら自分でやるしかないと
企画書草案。

　療養通所介護事業所とは、常に呼吸器を装着しているような医
療依存度の高い、理解していても言葉に出せない、体を動かすこ
ともままならない重症難病の方々をご自宅まで迎えに行き、日中
お預かりしてお世話をさせていただく事業所です。
　鹿児島市内に例がなく、手探りでしたがなんとか許可をいただ
き平成 10 年に開設。最初のご利用の患者様より「あーあー私も生
きていたんだ」と、発病してから何年も自宅以外に外に出られた
ことはなかったのです。ご家族様から「半年ぶりにゆっくりお風
呂にはいれた、生き返ったよう」との言葉を頂きなんともいえな
い思いでした。現在も鹿児島市内に１カ所しかありません。皆さ
ん見学、研修にきていただくのですがなかなかたちあがりません。
課題として、ニーズがあり必要性は多いのに収支がとれないこと
です。一日３～４人の方々を看護師２名、介護福祉士２名でサポー
トしていますが作業費も出ません。ケアサポート事業所全体でカ
バーしようと頑張っていますがなかなかです。理事長先生をはじ
めとして法人全体の「急性期病院で頑張った分を地域へ還元する」
という考え方で成り立っております。心から感謝しております。
　現在シェアハウスを含めて４事業所となりました。何かをしよ
うとして考えて進めたのではなく、やっているうちに必要なもの
が出てきて自然発生的にというのが本音です。
　現在は IT 社会が急速に進展し、便利かつ効率的に物事を進める
ことができるようになった一方、人間関係は希薄化の一途をたど
るばかりに思えます。
　国の社会保障費も年々厳しくなる方向で、日本のよき制度であ
る国民皆保険の維持も消費増税なしには厳しい状況にあることに
不安を感じることがあります。
　医療を取り巻く環境は激変の渦中にありますが、どんな時代で
も忘れ去られてはいけない「医療職の心」があります。
　2025 年急激な高齢化の中、医療や介護が必要な状況になっても、
できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続し、尊厳をもっ
て人生の最期を迎えることが出来ることが大切だと考えています。
　ただ夢中で気がつくとこの道 40 年あまり経っていました。私に
残された職業人生は、そう長くないと思いますが、今までのすべ
ての経験値を後世の若い人たちに残していける時間に使っていけ
たらと思っております。
　本日はこのようなお時間を頂き、お話をさせていただく事がで
きてとても有り難く幸せに思っております。鹿児島中央ロータリー
クラブの皆様、そしてこれまで私を支えてくださった多くの方々
に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

前回例会出席率
68.97%



ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
ゲスト紹介：職業奉仕賞受賞者＝
　　　　　  療養通所介護事業所管理者　　田代　夏子　様
　　　　　  ビジター  鹿児島RC　平山　義夫君
食事：百万ドル食事
会長挨拶：会長　宇都　和治君
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　　
２）本日　例会終了後　40周年実行委員会開催　於 例会場
３）RT場所変更について（お知らせ）
　　2/22（月）　18：30 ～　担当：国際奉仕委員会
　　5/23(月）　18：30 ～　担当：出席委員会
　　場所：「ラ・シード・クレア」（愛山跡）
　　電話：204－9089
４）歯車会開催について（2/10　FAX案内）
　　日時：平成28年３月13日(日）　9：38　スタート
　　場所：かごしま空港36カントリークラブ
　　表彰式：3/17（木）　鹿児島東RC合同例会にて行います。
　　※出欠の返事は、2/29（月）までに西元春義会員へお願いいたします。
５）次回例会プログラム
　　2/22（月）　レディースデー例会
　　　　　　　ゲスト　MBCタレント 柴 さとみ 様  「放送よもやま話」

出席報告：出席委員会
　　　　　  連続出席表彰→宇都和治君(７年）
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：鹿児島RC　平山　義夫君　ライラについて
◆職業奉仕賞授賞式
　職業奉仕委員長挨拶　　　　⇒橋元　隆　君
　受賞者紹介・推薦者の言葉　→橋元　隆　君
　表彰（記念品贈呈）　　　　　→会長　宇都和治君
　受賞者挨拶　　　　　　　　→田代　夏子　様
◆情報集会報告
　・１班　志賀啓一君　　　・２班　加島　繁君
　・３班　中間貴志君　　　・４班　石﨑信一郎君
　・５班　林　秀之君　　　・６班　川路理幸君
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出席報告

次 回 例 会　平成28年2月29日（月）

会員数 出席数 出席率

会員卓話「年男・年女年頭所感」
宮嶋　文昭君・本坊　修君・福山　孝子君・稲留　宏君

2月15日のスマイル  小計 14,000円　2015～2016年度　累計 604,765円

●宇都　和治君・深野木　信君／職業奉仕賞を受賞される田代夏子様、本
日はご出席いただきありがとうございます。これまでの活動に敬意を表し
ますとともに、今後のご健康をご祈念いたします。
●椨　茂吉君／次期大重年度の地区チーム研修セミナーが指宿いわさき
ホテルであり出席して来ました。約100名が集まり盛大でした。それと出
席委員長の川村さんの名前を思い出せなくて失礼しました。
●本坊　修君／土曜日県下一周駅伝の応援に車に乗って声援をしました
が気温が高く選手は大変だったようです。
●奥　智行君／結婚記念日お祝いありがとうございます。36回目になり
ます。よくもってるもんです。今年は４人目の孫が誕生予定です。
●５班情報集会／９日に開催しました５班情報集会で、スマイルを平山
会員、吉田会員から戴きました。内容はのちほど発表させていただきます。

②定例会の中でフリートーキングタイムが欲しいとの意見が有りました。
又、１人３分スピーチ（各テーブルで）を行ったらとの 意見が出ました。

③連絡網について自分の前後の携帯番号等の連絡先を必ず登録すると
の意見が出ました、事務局からの緊急一斉メールもお願いしたいとの
意見が出ました。（念の為に送るとの意見）

④メークアップの積極的な参加を推進しよう、との意見が出ました。これ
は他のクラブの良い点を学び、当クラブのさらなる飛躍の為、 何より
出席率向上の為に必要との意見が出ました。

　他に狩ガールの話し（石塚会員）や変な病気？の早期発見の方法（林会
員）昔のバタバタの話し（丸元会員）等、有意義な話しが出ました。
　残念ながら、最後に意見の紛糾で解決が出来ない問題が出ました。
石塚、丸元会員による「ガッショク」の意味についてでした。   互いが合う、 
合わないのどちらの意味を指すのか ？この事が解決出来ない問題とし
て、残りました。互いの奥様にその場から確認する程でしたが結論に至
りませんでした。以上が４班集会の報告になります。 
■ ５班　情報集会報告  林　秀之
○連絡網
　グループLINEや一斉メールなど簡単な手法はあるが、全員が使って
いないことから今までどおり連絡網で携帯or自宅に電話。新入会員は緊
急連絡網を知らなかったり、次の連絡先が判らなかったことから、前後の
メンバーの電話番号を登録するなど例会で告知。
○例会運営
　会員の職業が多種多様であることから会員による卓話が多くても良
いのではないか。謝礼も不要だし。発表者は後ろの時計を意識して話す
ように心がける、特に外部講師の時はタイムスケジュールを厳守すべき。
結婚祝い、誕生祝いの出席率を高めるためには事前に会務報告で告示し
たらどうか。
■ ６班　情報集会報告　川路　理幸
　２月３日（水）18：30 ～ファミリ庵　別邸（川路、西元、尾堂、
　神野、森園、長濱、小福田、宇都会長、三島、丸山　計10名）敬称略
　「クラブ運営・例会運営に望むこと、その実施方法」
１．緊急時の連絡方法について

○連絡方法　電話での連絡とし、連絡網を使用する。つながらないと
きは次の人へ連絡する。連絡網最後の方は会長幹事へ報告する。

○上記で検討した方法を誰がどのように発信するか　連絡網の通り。
○休日の際の対応方法　携帯や自宅への電話など都度対応する。

２．効果的な例会を運営するには
○例会で取り上げてほしいプログラム　卓話の出前…小学校や中学

校へ出向き、お仕事の紹介、選択の方法教える。他に韓国語講座など。
○時間内で終了させるための策　SAAにきびしく時間調整をしてい

ただく。
○結婚記念日、誕生日祝い時の出席誘導法　結婚記念日、誕生日祝い

の案内を事前に事務局からFAXなどで送ってもらう。例会などで
事前にお知らせする。

３．その他の要望など
　　ラウンドテーブルへの新入会員への参加を募るために、ラウンド

テーブルが開催される意味や第２、４の２回あることなど学習会で教
えていく。

■ １班　情報集会報告　志賀　啓一
　連絡網については、手帳に要領も含めて明記されているが、知らない
人もいるのが問題なので、まずは例会等を通じて必要性を啓蒙していっ
てはどうか。一方で、LINEやSNSについては、全員が使いこなせている
わけではないので、公式な連絡方法にするのは厳しい。休日対応につい
ては、気づいた人が会長又は幹事に連絡をして判断を仰いだ上で、連絡
網を使うのが適切だと思う。
　例会については、外部に卓話を依頼しておいて内部の話で時間がなく
なるのが失礼。進行に応じて内部の報告を省略する工夫や、会員に対し
てはベルの復活をしてはどうか。結婚、誕生日の人の出席推進について
は、前の月に対象者には例会次第をFAXし、出席を促してはどうか。
■ ２班　情報集会報告　加島　繁
　情報集会第２班の話し合いの報告をいたします。
　第２班としましては前迫会員、池畠会員、宮脇会員、福山会員の他に深
野木幹事を交え進めました。今回は、第１班も合同で始めています。また、
当日は特別に宇都会長、平山会員も参加してもらっています。
協議内容としまして、
　１つ目は、緊急時の連絡方法についてです。
　これまでの連絡方法のほかに、LINEやショートメールなどスマホを
使うのはどうかという意見が出ています。LINEだとグループ内にすぐ連
絡が出来る点は良いのですが着信音がひっきりなしに届くのでうるさい
という意見や、会員の中でスマホをもっている人でも、LINEの操作など
面倒に思う会員もいるのではないかという意見も出ました。現時点では
59名の会員に合った連絡方法として複数のやり方ではどうかというこ
とでした。
　２つ目は、例会で取り上げてほしいプログラムについてです。
　今までのゲストの中身では物足りないなどという意見があり、具体的
には、実践的に仕事にプラスになる人をお願いしたいということです。今
後はプログラム委員会に人選についてアピールするのが一番ではない
かという意見でした。
　３つ目は、時間内で終了させる為の策についてです。
　SＡＡがその日行われる例会を仕切るにあたって実際の担当の宮脇会
員の話では、目上の人に時間を早めてくれなどとは恐れ多くて言いにく
いとのことでした。結論としては今のSAAの権限で時間調整をする際は、
１分前に鐘を鳴らすか、手を上げて知らせるなどの方法とってはどうか
という意見でした。
　４つ目は、結婚記念日、誕生日お祝いの時の出席についてです。
　出席率を上げる為にも当事者に事前にファックスなどで知らせる方
法が最善ではないかという意見がありました。さらにスマイルボックス
も結婚記念日や誕生日のほかに身近な出来事で参加できやすいことを
訴えていき金額も1000円程度でポイント制などを導入して10回たまる
と記念品がもらえるなど中央ロータリーならではの個性も出していった
らよいのではないかという意見でした。
　以上、第２班の情報集会の報告を終わります。
■ ３班　情報集会報告　中間　貴志
　当班は、２月９日、ごはんのじかんにおいて情報集会を開催しました。
参加者は、椨さん、海江田さん、小原さん、里さん、原田さん、竹添さん、青
﨑さん、池脇さん、奥さん、と私中間でした。
　まず、緊急連絡網に関しては、手帳に載ってはいるものの、新入会員な
どの更新がなされないのと、電話のところに貼っておきたいといった意
見があり、更新の都度電話番号まで記載した最新版を印刷して配布すべ
きということで意見がまとまりました。
　次に、効果的例会運営については、 SAAは進行上の絶対権限があると
の認識の下、スピーチ終了１分前などにベルを鳴らすとか、メモを話者に
示すなどすべきであるとの意見が出ました。
■ ４班　情報集会報告  石﨑　信一郎
　２月３日、に開催致しました４班集会の発表を致します。 
　当日、林、石塚、丸元、川畑、４名の重鎮会員と、川村、田中、新名主の若
手実力会員３名と私の８名で集会を行いました。
　まず、望む事として４点の意見が出ました。
①ひまわりの会の充実を図る事がありました。これには 時間の制約があ

る中で内容を工夫していく事 が大切であり、会長、幹事の率先を期待
する意見も出ました。

情　報　集　会　報　告情　報　集　会　報　告


