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本日の出席率６９.２３％：会員数４１名・出席２２名・欠席１２名・出席規定免除会員（７）５名・ビジター２名

前々回の修正出席率９７.５％：出席２６名・メークアップ７名・出席規定免除会員出席６名

　皆さんこんにちは、 師走

に入り何かとご多忙のこと

と思います。 特に本日は

厳しい寒さでもありますの

で、 体調には十分お気を

付けください。

　

　先週の忘年家族例会は大変お疲れ様でした。 芥川

圭一郎親睦活動委員長をはじめ親睦活動委員会の皆

様には改めてお礼を申し上げます。

　また、 池永隆司会員増強特別委員会委員長をはじ

め会員皆様の積極的な取り組みで会員の拡大に繋

がっております。 感謝を申し上げます。

　私事ですが、 １２月１１日北海道十勝平野にあります、

広尾町毛ガニ祭りに参加をいたしまして特産のミカン等

を販売してきました。 大変冷たかったですが天候に恵

まれ好調な売れ行きでありました。

　今月は、 「疾病予防と治療月間」 となっております。

そこでこの時期をとらえて福田英彦君に会員卓話をお

願いしております。 貴重なお話が拝聴できると思います

ので楽しみにしております。

１．例会変更
 佐世保東ロータリークラブ

２０１７年１月１２日（木）１８：３０～

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスマンション 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

場所 ：ファーストイン早岐　　

福寿会のため

２０１７年１月5日（木）休会　

定款第６条第１節により

 佐世保西ロータリークラブ
２０１７年１月３１日（火）１９：００～
場所 ：山暖簾　　

長寿会のため

２０１７年１月３日（火）休会　

定款第６条第１節により　

伊万里ロータリークラブ
２０１７年１月１１日（水）→１月７日（土）
１８：３０～
場所 ： 例会場　　

新年家族例会のため

２０１７年１月２５日（水）→１月２１日（土）
１１：３０～
場所 ： 伊万里市市民センター

第１０回伊万里観光いろはかるた市内小学生交流

大会のため

２０１６年１２月２８日（水）休会 

定款第６条第１節により

２０１7 年　１月　4 日（水）休会 
定款第６条第１節により

伊万里西ロータリークラブ
２０１７年１月２６日（木）１８：３０～
場所 ： 伊万里迎賓館　　新年会のため

２０１7 年　１月　５日（木）休会 
定款第６条第１節により　

２．来　　信
・ガバナー事務所

年末年始休業のお知らせ

２０１６年１２月２９日 （木） ～２０１７年１月４日( 水）

佐世保ロータリークラブ　　 　 　 木下　貴夫 様

佐世保南ロータリークラブ　 　　 池内　章雄 様
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本日の合計　　　　   18,000 円

本年度の累計　　　 503,000 円

佐世保ロータリークラブ　木下貴夫様
２回目のメ－キャップです。 よろしくお願いします。

佐世保南ロータリークラブ　池田章雄様
本日は初めて佐世保南からまいりました。 よろしくお

願いいたします。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆さんこんにちは！佐世保ロータリークラブ 木下貴

夫様　佐世保南ロータリークラブ 池田章雄様の御来

訪を心より感謝いたします。

さて、 本日の例会は福田パスト会長の卓話になって

おります。

１２月は疾病予防と治療月間です。会員皆様方には、

健康第一で元気にお過ごし頂く為に、 福田先生の

お話をしっかりと聞いていただきたいと思います。 本

日もどうぞよろしくお願いいたします。

山瀧 正久会長
誕生日プレゼントを頂きありがとうございます。 ６０

代最後の

１年間、 健康で頑張りたいと思っています。

岩政 孝副会長
３８年目を迎えた結婚記念日にクラブよりお花を頂き

ました。

嫁さん共に御礼を申し上げます。 これからも 「嫁さん

が一番！！」 をモット－に嫁孝行していきます。

岡 光正幹事
誕生日祝いありがとうございます。 ２６日で５１歳にな

ります。

長いな～と思っていた幹事の役目も折り返しに差し

掛かりました。 後半もよろしくお願いします。

追伸・ ・ ・ 警備業協会の理事会の為早退します

松尾 英機君
誕生祝を頂きありがとうございます。 今日で７５歳に

なったことを再確認しました。 ショックです。

西村 浩輝君
１２月４日の特別支援学校の和太鼓部 ・ ダンス部の

演奏会、 チャリティ－餅つきに協力していただきまし

た会員、 関係者に感謝申し上げます。 ありがとうご

ざいました。

牛島 義亮君
今日は私の主治医の福田先生の卓話です。 期待を

込めてニコニコします。 ただ今年は２回転んでいらっ

しゃいますので３回目転ばないよう、 よろしくお願い

いたします。

大久保 厚司君
また誕生日がきてしまいました。

四元 清安君
１０月でしたが、 誕生日ありがとうございました。

馬場 貴博君
本日は所要の為途中退場します。 福田先生申し訳あ

りません。

宮﨑 正典君
誕生日祝いありがとうございました。

川島 千鶴君
ここ４年佐世保刑務所へのビジネスマナ－で就労支

援の講義をさせていただいております。 すると先日、

感謝状を贈りたいとのことで、 所長室で授与させて

頂きました。 これからもより多くの方々に社会人として

の思いやりや気遣いのマナ－を教えていきたいと思

います。

芥川 圭一郎君
誕生日祝いありがとうございました。 ４８歳になりまし

た。

又、 先週の忘年家例会懇親会も皆様のお陰様で無

事に終える事が出来ました。 ありがとうございました。

１２月　７日　岩政　孝・敏子 ご夫妻

昭和２２年１２月　９日　山瀧　正久 君
昭和２８年１２月１４日　大久保厚司 君
昭和４３年１２月２４日   芥川圭一郎 君
昭和１６年１２月２５日　松尾　英機 君
昭和４０年１２月２６日　岡　　光正 君
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ＳＡＡ：宮﨑正典君

次回例会／１２月２２日１２：３０～

次回献立／洋食プレート

■ 会員卓話 ■

福田 英彦君
　今日の日経新聞 （２８年１２月１５

日） の “春秋” にカルロス ・ゴー

ン氏の記事が載っており、 品質管

理の重要性が述べられている。 成

果を挙げるにはどのプロセスもおろ

そかに出来ず、 どこか省略すれば 「ろくなことになら

ない」 と。

　本日のスピーチは 「私の職業」 についてである。 医

師の私にとって、 品質管理に相当するのは何であろう

か。 また私の四つのテストとのかかわり方についても述

べてみたい。

　　　この１５年程前から消毒に関心が寄せられるように

なって、 一流と自他ともに認める病院でも、 やっと一

定の水準で消毒したスコープでの検査が行われるよう

になってきている。 つまり、 品質管理を査定すれば以

前の内視鏡検査は大多数が欠陥品であったのである。

それでは、 半ば強制的に行われる学校予防注射はど

うであろうか。 おどろくことなかれ、 これもまた決して信

じられないような事が、 延々と２０年程前まで続けられ

てきたのである。 長い間、 ２ ・ ３人の子供に１本の注

射の使いまわしをしていたにもかかわらず、 業務に携

わる医師・養護教諭・看護師は何故何も感じなかっ

たのか？どうして誰も立ち上がらなかったのか不思議

でならない。

　　　学校の予防注射・内視鏡の消毒に関しては、 長

い間放置した状態が続き、 日本の医療に大きな汚点

を残したと言わざるを得ない。 特に大切な子供達の予

防注射についてはもっと早く取り組まれるべきであっ

た。

　私は３０年以上前から県や国、 消化器内視鏡学会の

責任者に、 消毒の重要性を訴えてきたが、 どうしても

事態を変える事は出来なかった。 とうとうしびれを切ら

して、 思い切って某全国新聞の社会部に内容を伝え、

一面記事として取り上げてもらったこともある。

　　予防注射については私の指摘で、 私が担当するよ

うになった小学校はもちろん、 佐世保市内全体で清

潔な注射に代わるきっかけとなったのは大変喜ばしい

事態であった。

　一人一針の予防接種や高レベルの内視鏡消毒は当

然の帰結である。 四つのテストに当てはめてみると、

一部の人の反対意見もあったが多くの人のためになり

良かったと自負している。
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