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２０１６-１７年度 

第２５６８回 
平成２８年１２月９日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◆ロータリーソング『我等の生業』      
◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇医療法人社団福寿会 広報 小林 美育様 

◆会長報告及び挨拶        小林 透会長                     

ポリオ撲滅はロータリーの 優先目標です。しかし、ロ

ータリーの会員はそれ以外にも、発展途上国や HIV／

エイズに苦しんでいる地域で保健キャンプや研修施設を

設置したり、お金がないために医療を受けられない人び

と（世界人口の 6 人に 1 人）のために、医師、看護師、政

府機関、協力団体が利用する設備や体制を整備したり

しています。 

ロータリーの重点分野の一つである、疾病予防と治療

には、予防接種の研究から、きれいな飲み水の確保、衛

生設備の整備など、さまざまな取り組みがあります。ロー

タリーはこれらの世界的問題に取り組み、他に模範を示

している団体として、世界中で信頼を受けています。 

今回はその事例を報告させていただきます。 

1994 年にエイズで息子を亡くしたマリオン・バンチさん。

当時は米国でエイズが広まり始めたばかりの頃で、エイ

ズという病気に対する社会的偏見から、我が子の病気に

ついて家族以外の人に話すことはできませんでした。 

「自分が何か行動しようとは考えてもみませんでしたが、

息子を亡くしてから 3 年経ったある日、肩を叩かれ、『マ

マ！立ち上がって。あれから 3 年も経ったんだから、先

へ進まないと』という声が聞こえたような気がしました」と

振り返るバンチさん。 

ダンウディ・ロータリークラブ（米国ジョージア州）会員の

バンチさんは、活動のアイデアをクラブで話し、疾病予

防に関心を寄せる人びとのネットワークを作り始めました。

これが、「家族の健康とエイズ予防のためのロータリアン

行動グループ」（RFHA）の始まりです。 

このグループは、今年5月にアフリカで、3回目の家族

保健デーのイベントを開催しました。365 のクラブからロ

ータリアンが集まり、ウガンダ、ナイジェリア、南アフリカで

250,000 人に無料で保健サービスを提供。提供されたサ

ービスには、ポリオとはしか（麻疹）の予防接種に加え、

歯科治療、眼科治療、家族計画のカウンセリング、HIV、

糖尿病、高血圧、乳がん、子宮頸がんの検査などがあり

ました。 

「これほど多くの人に保健サービスを提供できたのは、

現地のロータリー会員のおかげです。どの会員も、プロ

ジェクトを成功させようと親身になって協力してくれました」

とバンチさんは話します。 

南アフリカでは、160 カ所の保健イベントで 225 のロー

タリークラブが参加。ウガンダでは 120 カ所で 65 クラブが

参加、ナイジェリア南部では 70 カ所で 62 クラブが参加と

いうように、各地で強力な支援がありました。またロータリ

ー財団から 2 口のグローバル補助金を受け、この補助金

でウガンダに職業研修チームを派遣したほか、ナイジェ

リアでマラリア予防のための蚊帳を購入しました。  

◆米山記念奨学会より感謝状伝達            

 

≪第２５回米山功労者≫ 

寺澤 一良会員 

 

◆幹事報告           廻 辰一郎幹事  

次週１６日は、忘年家族例会です。（点鐘１８：００） 

◆ニコニコボックス報告              

≪小林 透会長・廻 辰一郎幹事≫ 

慌ただしく日々が過ぎる師走ですが、油断は禁物で

す。体調管理はしっかりとなされますように・・・。 

さて、本日は、若さみなぎる鷲見（すみ）会員の卓話で

す。どんなお話しが聞けるか楽しみにしております。 



 

◆出席報告 (会員数５１名)                   

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

      

演 題⇒「自己紹介」   

卓話者⇒ 鷲見 隆仁会員 

 

１９７９年、千葉市中央区今井に生

まれる。 

≪職歴≫ 
●日本歯科大学附属病院 口腔外科臨床助手 

●防衛省市ヶ谷駐屯地共済病院 歯科医官 

現材は、 

医療法人社団 福寿会 鷲見医院 理事長・歯科院長 

≪現在の地域・団体役職≫ 
●寒川小学校 ＰＴＡ会長 ●宮崎小学校、大巌寺小学校 

学校歯科医 ●今井保育園、葵幼稚園、 リトルガーデング

ループ 園医 ●消防団員 ●保護司 ●蘇我小学校後援会 

理事 ●千葉市介護認定審査会 委員 ●千葉県歯科医師

連盟 広報委員長●千葉商工会議所 医療・介護部会 副
部会長 ●プロバレーチームＣＨＩＢＡ ＺＥＬＶＡ スポーツデ

ンティスト ●千葉市青少年育成委員会 委員 ●千葉東青

色申告会 医療部会 副部会長 ●千葉南法人会 青年部 

理事 ●ＮＰＯ法人まちづくり千葉 理事 ●千葉氏を語る会 

副会長 ●月星会 例会委員長 等 

≪その他所属団体≫ 

●千葉南ロータリークラブ ●千葉青年会議所 ●千葉県経

営者協会 ●日本歯科医師会 ●千葉市自衛隊協力会  

●千葉県自衛隊協力会青年部会員 ●花びと会ちば 

●アジア刑政財団●千葉県赤十字社有功協会 ●千葉中

央警察友の会 

内科・歯科を経営していた２代目の理事長の時、病院

を建て替えることになった。建て替えを行うには、お金が

必要。しかし、既存の事業スタイル（内科・歯科）では融

資はしてくれません。 

そこで、新しいスタイルの事業を考える。こうして考えら

れたのが今の事業スタイル。医療と介護。 

２００９年、千葉県内で一番はじめに、高齢者専用賃

貸住宅 をスタートする。（６５床/満床） 

事業開始から６ヵ月、入居者様の数は、６５床中、６人

のみ。運転賃金数千万を追加してもらうも人件費過多・

入居率悪化等で厳しい状況。一方、その頃の私は、東

京の大学病院より防衛省市ヶ谷駐屯地共済病院に、出

向し、歯科医官として勤務。 

そこへ母から一本の電話が・・・。「法人が大変なこと 

になっている！このままでは倒産してしま う！」 

大学病院で口腔癌の研究をする夢を捨てて、実家へ。

入居者様が６５床中６人しかいない、入居者様よりも職員

の人数が多く無駄な人件費がかかっているという現状を

知る。経営を立て直したいが自分にもノウハウがない。 

そこで、実際にこの事業の経営をしている方にお話を

聞いてみようと思い、介護をやっている医療機関の理事

長・病院長にアポイントをとり、お話を聞かせていただい

た。父の時代には待っていても患者様が来る時代で、営

業という概念がない。 

広告営業に力をいれる。営業マンがいないので自分

が営業マンになる。自分自身が歩いて宣伝をした。 

厳しい現実の中、自分で銀行の保証人になることを選

ぶ。自分自身をやるしかない状況に追い込ませるため、

当時長男が産まれたばかりで、数十億の借金を３１歳で

背負う。そんなプレッシャーに耐えながら経営の改善策

を必死に考える日々。コストの見直し。労務管理の見直

し。銀行の対策。入居金、管理費、警備会社、光熱費、

人件費、やむをえなく大幅なリストラ。ひとつひとつ法人

全体の見直しを行い、現在の経営スタイルを築きまし

た。 

そして今では、現在の施設の入居率 ８～９割稼働。

私は実家に帰って４年目で理事会より推薦され、３代目

理事長へ。この経験を経て、人間は夢を持って行えば、

実行できるし、ついてきてくれる人たちがいる。失敗や苦

労から、人間は多くの事を学べると言うことを知りました。 

私にとっての宝は苦楽を共に乗り越えてくれた社員た

ちです。子どもたちに夢を持ってもらいたい。我々、大人

が子供に夢を見せなければならない。 

子どもの夢が育てば、大人になってひとりひとりの夢が

実現し、「強い日本」、「強い千葉県」、「強い千葉市」、

「強い地域社会」が成り立つことでしょう。 

 

 

 
 

第２５６９回例会 

≪忘年家族例会≫ 

日 時⇒ 平成２８年１２月１６日(金) 点鐘１８：００ 

会 場⇒ オークラ千葉ホテル 

第２５７０回例会 

日 時⇒ 平成２９年１月６日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『会員卓話』  三橋 哲夫 

 
＜会報当番：五十嵐 博章＞ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 2,000 円 累計 199,000 円

金の箱 450 円 累計 10,380 円

出席者数 

 ２９名 

欠席者数 

２２名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

 １名 

11/25 修正出席率 

 ５４．９０ ％ 

千葉ＲＣ 月 12/19 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 12/20・12/27 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 12/27 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 12/21・12/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 12/21・12/28 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 12/29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 12/29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


