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２０１６-１７年度 

第２５８１回 
平成２９年３月３１日（金）点鐘１２：３０ ≪ ≫ 

 

◆ロータリーソング『手に手つないで』      
◆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                 

◇本日のゲストスピーカー 

 社会福祉法人恩賜財団済生会 

  理事 松原 了様 

◆会長報告                   

皆さんこんにちは。今朝の９時に海外から帰ってきまし

て、そのまま来ました。カンボジアへ行ってきまして、ロー

タリーが寄付したものがちょこちょこあったりして、またそ

れ以外の団体の寄付、記念のマークがついたものもあり、

寄付したままでほったらかしてないかどうか疑問に思い

ました。当クラブではそういうことがないように活動してい

きたいと思います。 

今日は１６名で、都川水の里公園に植樹した桜の確

認をしてきました。２０１４年に５０周年記念事業として、公

園に５０本を植樹しました。維持管理していただいている

都川の環境を考える会の皆さまの活動を見させていた

だくとともに、５０周年後に入会された会員もいらっしゃる

ので、クラブの活動を皆さんと一緒に確認したいというこ

とで見てきました。 

本当は満開の桜を見学する予定でした。東京ではもう

咲いているようですが、千葉は微妙に寒いようで、まだま

だかなという感じでした。つぼみもだいぶ膨らんできてお

ります。あと 2 週間くらいで咲いてくると思われます。今日

は探しに探して見つけた桜の花は 1 輪でした。皆でこの

ような活動をすると一体感を感じます。 

５０周年記念日には、咲いた写真を披露させていただ 

 

きましたが、今年は残念でした。 

来年以降、タイミングを合わせて桜の花が咲いている

ときに見に行きたいと思います。ご家族やお知り合いとも

見ていただき、地域貢献の活動を見ていただきたいと思

います。 

３０周年記念事業の千葉港公園のオブジェも暖かくな

ってきましたので、近々見に行きたいと思っております。

その時には、ぜひご参加していただきたいと思います。 

◆委員会報告                  

親睦活動委員会より （杉本 峰康会員） 

≪職場訪問及び親睦旅行のご案内≫ 

日時⇒ ４月１４（金）～15 日(土) 

  集合場所⇒ 東京駅 銀の鈴 ８：００ 

◆幹事報告                   

◇市原中央ＲＣより、創立３０周年記念式典・祝賀会開

催のご案内が届いております。 

日時⇒ ５月２０日(土) １７：３０点鐘 

会場⇒ オークラ千葉ホテル 

登録料⇒ １０，０００円 

※当クラブ５０周年の際、大勢ご出席頂いておりますの

で、多数のご出席を宜しくお願い申し上げます。 

◆ニコニコボックス報告             

≪小林 透会長、廻 辰一郎幹事≫ 

春本番へまっしぐらー！ と、思っておりましたら、先

日は冷たい雨と雪が舞い降りてきました。 

明日も寒くなるとか・・・。 皆様、体調など崩されてない 

でしょうか・・・。 

本日は、ゲストスピーカーとして、社会福祉法人恩賜

財団済生会・理事 松原様をお迎えしております。 

済生会は、明治天皇の「済生勅語」に基づき創設され

たと聞いております。その辺のなりたちも少しお話しいた

だけたら幸いです。宜しくお願い致します。 

≪小野 成子会員≫ 

昨日、長男孝道に女の赤ちゃんが産まれました。私に

とっては、初孫です。４月１１日が予定日でしたが、逆子

で、どうしても戻らず早めに帝王切開することになりまし

た。４月２日以降にとお願いしましたら、満員でいっぱい

ですと断られてしまいました。それでも２，８５０g あり、元



気で泣いているのをみると一安心です。 

名前はいつの間にか＂あいちゃん″と呼んでいるの

でその名前になったようです。あいちゃん、これからもよ

ろしくお願いします！ 

≪鈴木 美津江会員≫ 

皆様こんにちは。３月１１日に新社屋に越しました。い

ろいろとご心配下さり、有難うございました。これからもよ

ろしくお願いします。どうかお立ちより下さいませ。 

≪廻 辰一郎会員≫ 

 先般の亡き父の葬儀に際し、お忙しい中にも関わらず、

ご会葬賜り誠に有難うございました。お陰様で滞りなく執

り行うことができました。不行き届きな点があったかと存じ

ますが、どうぞご容赦下さい。 

 

 

 

◆出席報告 (会員数５０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⇒「恩賜財団済生会の使命 

―保健医療福祉の総合サービスの実践―」 

 卓話者⇒ 社会福祉法人恩賜財団済生会 本部 

         理事 松原 了様 

 

ロータリークラブは、慈善事業、社

会福祉等事業を通して皆さんのため

に活躍されている非常に長く名誉ある

歴史の組織でございます。 

済生会も共通した精神で活動して

いる法人でございます。一方で済生

会という名前について、お聞きになったことは少しはある

かもしれませんが、よくご存知でないかもしれません。全

国で８０病院あり、支部が４０か所ございます。沖縄には

支部はなく、東北などには７か所しか支部はございませ

ん。病院のある地域では済生会は大変親しまれていま

すが、離れると何となく聞いたことがあるくらいだと思いま

す。千葉には習志野に済生会習志野病院がございます。

昔は国立病院機構の病院でしたが、譲渡を受け、現在

は済生会が経営しております。本部は東京タワーの足元、

赤羽橋にございます。 

 

歴史については、恩賜財団済生会という名が示す通

り、明治４４年に『済生勅語』という明治天皇の勅語を体

して創立されました。『済生勅語』とは、明治４４年２月１１

日、桂太郎総理大臣を御前に召し、「医療を受けること

ができないで困っている人達に施薬救療の途を講ずる

ように」とのご趣旨で、ご下賜金１５０万円とともに明治天

皇より賜った勅語のことです。そういうことで恩賜財団と

いう名前を使っているということでございます。 

理念は「施薬救療」、薬を施して療養を授ける、そして

窮民を助けるということでございます。皇祖皇帝、皇室の

伝統、代々引き継がれ、それは日本の誇りとすべき皇室

であると思っております。当時、かなりの大金であったご

下賜金１５０万円と、渋沢栄一、北里柴三郎、徳川家達と

いった、著名な方のご協力で今日の済生会ができまし

た。 

 

第二次世界大戦で日本はがらりと変わり、GHQ により

存廃の危機にありましたが、当時の高円宮殿下により存

廃の危機を乗り越えることができました。 

このような団体が、社会事業をやっておりましたが、社

会福祉に関する法律が昭和２３年頃できまして、それは

もう国の仕事という流れになりました。国が富んできて、

高度成長時代、厚生労働省は済生会の役割りは終わっ

たんじゃないかという認識をもった役人も多く、平成１０～

１３年くらいにも廃止したほうがいいんじゃないかという声

が非常に強かったのです。今だにくすぶっているので、

だからこそ済生会は良い仕事をしなければいけないと常

に理事長が申しております。済生会は社会福祉法、医

療法と二重の法律を受けており、地域医療として社会に

貢献しなければなりません。 

 

第６代総裁に秋篠宮殿下を推戴し、会長は有馬朗人、

理事長は炭谷茂が努めております。西日本の方が病院

が多く、主だった県庁所在地にございます。病院の他に、

老人保健施設が３０カ所、特別養護老人ホームが５２カ

所、その他にも施設はありますが、特色があるのが、済

生丸という巡回船でございます。瀬戸内海で運行してい

ますが、６０カ所の孤立した島々を計画的に回り、検診を

行っております。阪神淡路大震災の時には、救援物資を

運ぶなど大変評価されました。 

職員は、約６万人で中小都市規模がございますので、

良いことも悪いこともあちこちで起こり、忙しい思いをして

おります。 

 

 経済情勢では、バブル崩壊後、国や地方公共団体の

公的セクションの財政力が低下し、社会保障への予算

配分が厳しくなっているため、制度面での生活困窮者へ

の支援力が低下しました。また、地域社会における互助

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 25,000 円 累計 304,000 円

金の箱 253 円 累計 14,322 円

出席者数 

３２名 

欠席者数 

１８名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

１名 

３/１７ 修正出席率  

６２．７５ ％ 

千葉ＲＣ 月 １７日 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 １８日・２５日 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 １８日 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 ２６日 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 １３日・２７日 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



の低下、孤立・独居老人、障碍者、ホームレス、刑余者、

母子家庭などの生活困窮者のうち、制度の狭間にあっ

て社会的支援を受けられない人々が増えています。済

生会は余剰の有無に関わらず、これらの人々を支援して

制度の狭間を埋める役割を果たします。 

  

どのような法人でも理念というものが大事でございまして、

済生会その理念を果たすため、３つの柱（使命）がござ

います。 

三本の柱 

●無料定額診療の着実な実施 

 無料低額診療事業（経済的に困っている人の医療費

を無料にしたり減額したりする）、法律で全患者数の１

０％に相当する数を見なければいけないことになって

おり、現在は１２％程度。 

●地域医療への貢献 

 公的医療機関として遠隔地、救急医療など事業的に

成立しないものでもわずかな補助金を受けてでも行う。

公立ではないので基本的には補助金を受けていない。

独立採算でありながら社会貢献をするというある意味

難しいことをやろうとしている。 

●医療と福祉サービスの総合的提供 

 済生会は病院の他、福祉施設は全部で３８０施設、医

療と福祉施設のバランスが取れている団体。垣根なし

にサービスの提供で患者さんが生活できるようにして

いくこと。 

施薬救療のリネンの下、三つの柱、氏名を果たし、ブ

ランド力の向上を目指しております。足腰の弱い経営体

質を備え、公益性と事業性を両立させ、運営費など補助

を受けない民間団体ではありますが、法的には医師法

に基づく公的医療機関医療法人としても社会福祉法人

としても公益性への貢献という役割を担っております。 

地域包括ケアについては、病院が中心となって、都市、

街づくりの拠点としていきたい、寺が中心となって門前町

が栄え、商業が繁栄したように院前町として地域社会の

拠点としたいと考えております。 

 

 

創立５０周年記念（２０１４年４月４日）事業として、都川水

の里公園にソメイヨシノ５０本を植樹しました。その後の様子

を皆で見学に行きました。 （２０１７年３月３１日（金）１０：３０集合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省では、「病院が中心になって、地域の福祉

施設など人々へのサービス機関が総力をあげて地域の

人のためにやりなさい」という方針がありますが、私たち

は医療だけに限定せず幅広く考えております。対象者も

限定せず、困っているすべてを済生会の包括ケアとし、

支援の内容も生活一般、終了、住宅、教育にも広げ、大

きな専門家集団で結集により大きな力になり得る病院が

中心にやっていくほうが良いと思っております。 

地域包括ケアの実践は、突き詰めると、人と人とのつ

ながりであります。地域の方々に集まってもらい、ニーズ

にふさわしいサービスの提供をしていきたいと思っており

ます。 

 

『済生勅語』  

「朕惟フニ世局ノ大勢ニ随ヒ國運ノ伸張ヲ要スルコト方ニ急

ニシテ 經濟ノ状況漸ニ革マリ人心動モスレハ其ノ歸向ヲ謬

ラムトス政ヲ為ス者宜ク深ク此ニ鑒ミ倍々憂勤シテ業ヲ勸メ

敎ヲ敦クシ以テ健全ノ發達ヲ遂ケシムヘシ若夫レ無告ノ竆民

ニシテ醫藥給セス天壽ヲ終フルコト能ハサルハ朕カ最軫念シ

テ措カサル所ナリ乃チ施藥救療以テ濟生ノ道ヲ弘メムトス茲

ニ内帑ノ金ヲ出タシ其ノ資ニ充テシム卿克ク朕カ意ヲ體シ宜

キニ随ヒ之ヲ措置シ永ク衆庶ヲシテ頼ル所アラシメムコトヲ

期セヨ」 

（社会福祉法人恩賜財団済生会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより抜粋） 

 
 

第２５８２回例会 

日時⇒ 平成２９年４月７日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話⇒ 『会員ミニ卓話』 

第２５８３回例会 

≪職場訪問及び親睦旅行≫ 

日時⇒ 平成２９年４月１４日(金) ・15 日（土） 

行先⇒ 広島方面 

        

＜会報当番：普天間 操＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          まだ肌寒い千葉・・・。 

                一輪の桜が・・・。 


