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今週のプログラム 

「新入会員卓話」 

寺内 忠正 会員 

 

前回例会報告（５月３０日） 

銚子東 RC創立４５周年記念例会  

銚子・銚子東ＲＣ合同例会 

 

 
進行：森はるみ SAA 

 

開会点鐘（18:15）泉川徳士会長エレクト 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

銚子東ＲＣ物故会員追悼 

お客様紹介： 

銚子市立病院 病院長 篠崎 一男様（卓話者） 

       事務長 谷杉 和紀様 

第 7分区ガバナー補佐 鈴木 勝彦様 

補佐幹事       小川不二夫様 

補佐幹事       鈴木 英人様 

八日市場ＲＣ 

会  長       江波戸正雄様 

幹  事       宇之沢文夫様 

クラブ研修委員長   大塚 栄一様 

旭ＲＣ 

会  長       加瀬 善一様 

幹  事       林  利夫様 

会長挨拶     

銚子東ロータリー

クラブ創立４５周年

記念例会並びに銚

子及び銚子東両ロ

ータリークラブ合同

例会に当たり、両ク

ラブを代表してご挨

拶申し上げます。 

 本日は、鈴木ガバナー補佐を始めとするご来賓の

皆様には、大変ご多用中にも拘わらずご臨席を賜り、

心より御礼申し上げます。また、本日の記念卓話は、

銚子市立病院の篠崎一男院長先生にお願いしてご

ざいます。篠崎先生からは市立病院についての貴重

なお話を伺えることと思いますので、皆様方には、ど

うかご期待いただければと思います。篠崎先生には、

大変お忙しいところ卓話をお引き受けいただき誠に

有難うございます。先生には懇親会にもお付き合い

願っておりますので、健康面に不安のある方は、一

献傾けながら無料診断をお願いしてみては如何でし

ょうか。 

 さて、本日この日を迎えるに当たり、これまでの４５

年間、東ロータリークラブ発展のためにご尽力を頂い

た歴代の会員の皆様、現在の会員の皆様、ご家族の

皆様、そして当クラブに関係された全ての皆様のご

労苦に対し、深く感謝申し上げます。皆様もご存知の

とおり、銚子東ロータリークラブは昭和４７年５月１６日、

当時の根本和三郎特別代表、丸島鉄男第７分区代

理、小林平太郎銚子ロータリークラブ会長等のご指

導の下、銚子ロータリークラブをスポンサークラブとし

て、県内４４番目のクラブ、チャーターメンバー３３名

をもって創立されました。 

泉川 徳士会長エレクト 
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 銚子ロータリークラブの会員数が増加し、８８名に達

する事態に至った昭和４７年に 2つのクラブに分かれ、

主に銚子市の東地域の会員により創立されたのが、

我が銚子東ロータリークラブであります。 

 因みに、初代会長は故網中喜一郎氏、幹事は大内

恭平氏でありました。スタート時のクラブ運営は相当

の苦労があったものと容易に想像できるものであり、

我がクラブ発展の礎を築いていただいた、網中様、

大内様の両氏に敬意を表するとともに、衷心より感謝

申し上げる次第であります。 

 銚子クラブと東クラブは、それぞれの道を歩むよう

になってからも４５年に亘り交流を重ね、お互いに切

磋琢磨して今日に至っております。銚子クラブさんに

は東クラブ創立以来、変わらぬご支援を頂いているこ

とに対し、この席をお借りして深く感謝申し上げます。

今後におきましてもお互いのクラブの親睦を深めるべ

く、ご厚誼を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 東ロータリークラブは、創立以来４５年間、それぞれ

の年次活動テーマのもとに、地域に愛され親しまれる

クラブを目指しつつ着実に歩みを続け、また、先輩ロ

ータリアン達のロータリーに対する熱い思いは、脈々

と歴史と伝統を築いてまいりました。 

 ４５周年に当たる本年度は、「居心地のよいクラブの

実現」と共に周年事業を念頭に置いて「地域社会へ

の奉仕活動の充実」を重点目標に定め、「市民防災

啓発事業」として新消防庁舎の完成を記念して演台

を寄贈した上で、市民の防災意識を高めてもらうため

の講演会を開催いたしました。午前・午後の２回の講

演には約２００名の市民が参加して予想を上回る成

果を挙げることができ、周年事業として所期の目的を

達成できたものと自負しているところであります。 

 しかしながら、厳しい社会状況の中にあって、ロー

タリークラブの将来の姿を考えたとき、安穏としてはい

られません。私達は、今こそ力を結集し、ロータリーの

行動理念と行動の一体化を確かなものにしていかな

ければならないと考えるものであります。 

 東ロータリークラブといたしましては、今日まで積み

重ねてきた歴史と伝統をしっかりと受け継ぎ守ると同

時に、次の５０年、６０年、そして１００年に向かい、将

来を見据えた行動とは何か、今成すべきことは何か、

変えてはいけないものは何か、変えるべきものは何か。

ロータリーの本質を見極めて、二度と訪れない「今」と

いう与えられた時間の中で、繁栄を継続させるための

行動を選択し、力を尽くしてまいる覚悟でございま

す。 

 結びに当たり、各クラブの益々のご発展と本日ご臨

席の皆様のご健勝、ご多幸を心よりご祈念申し上げ

ますと共に、銚子東ロータリークラブに対し今後とも

変わらぬご指導・ご協力を賜りますよう節にお願い申

し上げまして、記念例会に当たっての挨拶とさせてい

ただきます。 

＝銚子東ＲＣ創立４５周年記念例会祝辞＝ 

第 7分区ガバナー補佐 鈴木 勝彦様 

皆さん今晩は。ご紹介をいただき

ました本年度第７分区ガバナー補

佐の八日市場クラブ、鈴木勝彦でご

ざいます。 

 本日は、銚子東ＲＣ創立 45周年、

誠におめでとうございます。昨年 7

月より釜谷会長、中川幹事のもと、様々な事業を通じ

て銚子東ＲＣの皆様方とより親しくお近づきをいただ

き感謝しております。 

 青木ガバナーの地区活動指針「感謝と挑戦」の下、

会員がロータリアンになって良かったと思うようなクラ

ブの活動・運営の実現を目指し、各クラブが邁進する

中で、釜谷会長は「居心地のよいクラブの実現」と「地

域社会への奉仕活動の充実」を重点目標にされまし

た。その中で私も出席をさせていただいた 45 周年記

念事業、Ｈ29年 2月 26日（日）の銚子消防署新館落

成にあたり、東日本大震災時の災害処理に携わりま

した宮城県石巻市社会福祉協議会会長大槻氏の災

害時のビデオを含めたご講演は、拝聴した銚子市民

に間違いなくインパクトを与えましたし、又、ロータリ

ーを幅広く理解していただくことにつながりました。又、

今日の記念例会は市立病院長篠崎様のご講演を拝

聴できますこと、誠に有益な企画を考えます。 

この 45周年を契機に創立 50周年に向けて、銚子

東ＲＣの皆様の益々のご活躍と御健勝を祈り上げ挨

拶といたします。 

幹 事 報 告 

【週報拝受】小見川ＲＣ、鹿島臨海ＲＣ 

1. 2017年 6月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝110円 

2. 2017-18年度決議審議会クラブ提出決議案承

認（郵便投票）の件 

…ガバナー事務所 

3. 次年度資料ダウンロードｻｲﾄ更新のお知らせ 

4. ７月１日会員数と地区資金納入に関するお

知らせ    …ガバナーエレクト事務所 

5. ﾛｰﾀﾘｰ入門書 2017～2018年度版のご案内 

6. …㈱北斗企画 

7. 千葉科学大学親和会懇親会のご案内 

…千葉科学大学 

【例会変更】 

八日市場 RC 

6月 13日(火)休会→11日～12日親睦旅行に振替 

20日(火)最終例会（家族会）点鐘 18時 30分 

成田ビューホテル 

27日(火)定款第 8条第 1節(C)により休会 

小見川ＲＣ 

6月 21日(水)さよなら例会春本点鐘 18時 20分 
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旭ＲＣ 

6月 23日(金)夜間例会 点鐘 18時 30分 

  30日(金)定款第 8条第 1節(C)により休会 

佐原ＲＣ 

6月 15日(木)夜間例会 寿茂登 点鐘 18時 

29日(木) 定款第 8条第 1節(C）により休会 

卓  話  
「銚子市立病院の今後の方向性について」 

～今後の展望と展開 ～ 

銚子市立病院 病院長 篠崎 一男様 

 

 

 

 

 

 

健全経営のために～ドクター編～ 

はじめに 

・地域の中規模公立病院の経営困難 
高い人件費 基本的に人材難 規模の割に高度な

要求 経営改善のための徹底した努力の欠如 

 管理者としての院長の資質  等々 

・廃院・合併＝scale merit 

30年間の民間病院勤務の経験から 

一般家庭の家計簿も病院の収支も基本は同じ 

①いかに収入を増やすか？②いかに支出を減らす

か？③保険請求上の漏れを減らす④合法的な収入ｕｐ

の手段を駆使する⑤職員のモチベーションの維持のた

めに“過剰”の節約をしない 

誤解なきよう 

現在は医師としての本分のみならず、院長として病

院の健全経営を考えなければならない立場 

 ①一医師としての能力の評価は患者が決める 

 ②一勤務医としての評価は病院(特に院長）が評価

する 

※“医は仁術なり” 

真摯に患者に尽くせば、巡り巡って病院に貢献できる 

支出における人件費の割合 

東京近郊の民間病院では基本的に人件費は 50％を

目標 昨年度当委員実績は約 62％ 

明らかに過剰と思われる人件費を中心に、今年度は

5％の圧縮を目標 

人件費における医師給与 

当然ながら病院の人件費に占める医師の比率は高

いにもかかわらず、過去、所属した病院では 
①優秀であっても、病院経営に対し全く理解して頂けな

い医師の存在②働かない 働けない 働いては困る な

どの医師の存在③他の多職種に対する悪影響を与える

医師の存在  等々経験 

当院医師に求める基本的資質等＝私的見解 
①一般人としての常識を持っている 

②疾患を診れる、或る程度の教養を持っている 

③他人に親切である 

④謙虚である 

⑤安易に他医と比較しない 

⑥実力以上の自己評価をしない 

⑦footworkがよい 

⑧専門の資格を有する  等々 

勤務医の年俸の評価 東京近郊の一般的な民間病

院にて 

基本的に医師は年俸制   一勤務医の医療収益 
①外来患者からの総収益②入院患者からの総収益 

殊に外科系では手術、処置等、複数の勤務医間の

“仕事の貸し借り”があり、clear cut には、個の医療

収益を比較できない 

※種々の点を考慮したうえで、一般論としてその医師

の年俸評価は月間の“①＋②”を超えない 

当院での現状を鑑みて 

①人材確保が困難②優秀な人材は集まりにくい 

③“一本釣り”になり、自己評価と現実の gap が大き

いなどを考慮    前出の①＋②×1.5を上限に 

当面の目標 
①救急の充実 特に夜間、休日を中心に 

②専門家の拡張 ニーズを見て 

③医療費外の負担の軽減 雑費等 

④幅広い患者層の受け入れ 

⑤地域に密着した医療の充実 

今後の方向性（中長期的には） 

民間病院ではできない、できにくい点の補充を中心

に①科の増設 銚子地域で“手薄”な科を中心に 

②増床 稼働病床数を許可病床数に近づけ、更に多く

の患者さんの受け入れ③経営の見直し 効率のよい医

療とその運営を④高齢者の方への利便性 支援の充実

⑤（可能であれば）専門性の向上 

理想の現実のために必要とするもの 
①人材②器材③資本④①～③のバランス⑤チームワー

ク①に関して、ご協力お願いします。ご清聴ありがとう

ございました。 

 

＝銚子ロータリークラブ会長挨拶＝ 
銚子東ロータリークラブ 45 周年、お

めでとうございます。心を込めてお祝

いを申し上げます。また、3 月 18 日に

開催をさせて頂きました銚子ロータリ

ークラブ60周年記念式典にはたくさん

の皆様のご出席、ご登録を賜り、改め

て厚く御礼を申し上げます。 

懇 親 会 



−4− 

親睦家族旅行： 5 月 28 日(日) 

～浅草橋 屋形船の旅～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
隅田川を上り、浅草・スカイツリー・お台場方面へ 

船から見える絶景を楽しみながらの昼食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釜谷会長よりのご挨拶、泉川副会長が代読をされま

したが、銚子東ロータリークラブは 1972 年 5 月 16 日、

銚子ロータリークラブのスポンサーのもと創立をされ、初

代会長が網中喜一郎様、幹事は大内恭平様とのご紹

介がございました。銚子ロータリークラブのその時の会

長は明石缶詰社長の明石伝司様、幹事は白井タイル

工業の白井強冶様です。調べましたら当時 2790 地区

は第 357 地区となっていまして、埼玉県と千葉県がその

区域となっています。1972 年には埼玉が 45 クラブ、千

葉が銚子東の創立で 44クラブと記されていました。ガバ

ナーは浦和ロータリークラブの半田利一様、分区代理

は旭ロータリークラブの新行内健様です。分区において

は当時から第 7分区で、現在も変わること無くこの 4 クラ

ブとなっているところです。4 月 22 日に開催された地区

研修協議会の席で、寺島ガバナーエレクトより初めて公

式の場で分区の区割りのお話が出たのを出席された皆

様はご記憶のことと思います。45 年間 4 クラブで続いて

いる分区は私どもの第7分区のみですが、この第7分区

をはじめ、第 6、第 8 分区が必ずこの区割りの見直しの

中に入ってくると思います。その是非は一先ずおいて、

今後注意深く地区の動きを見て行くことが大切だと思っ

ています。 

最後になりますが 45 周年を迎えた銚子東ロータリー

クラブ、55 周年の八日市場ロータリークラブ、4 年後に

は 60 周年を迎える旭ロータリークラブ、そして私ども銚

子ロータリークラブを加え、第 7 分区の友情と親睦が一

層深まりますことを、加えて会員皆様のご健勝、ご活躍

を祈念申し上げ、お祝いの挨拶に代えさせて頂きます。

本日はおめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アトラクション 

フラダンス♪ 

 

 

【出席報告】

合同例会１００％ 【Ｍ Ｕ】なし  

【ニコニコ】移動例会のためなし 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次週のプログラム（６月１４日） 

夜間移動例会・新旧クラブ協議会 

会場：太陽の里 点鐘：18時 00分 

送迎バス 

：市役所 17:20→銚子駅丸通 P前 17:30出発 

 

 

 

 

      

 

 


