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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「健康になるためのお話」
　日名一誠 会員
　「イニシエーションスピーチ」
　辻和英 会員

１月14日のプログラム
　「新年特別例会」
　（於 アークホテル岡山）

あけましておめでとうございます
和を広め、楽しく意義ある年にしましょう

 会長　荒川謙三　

元旦　最上稲荷にて



「疾病予防と治療月間にちなんで」 糸島達也 パスト会長

12月10日のプログラム

　平均寿命は1960年（男65.3才，女70.2才），2010年（男79.6才，女86.4才）と50年間
に男は14.3年，女は16.2才と寿命が延びた。百歳以上の百寿者数は1960年の150人
から2015年には6.1万人と急激に増えている。
　2013年の平均余命60才男は23.1年，女は28.5年であり，70才男は15.3年，女は
19.6年である。この余命をいかに生きるか，延ばす方法を少しお話ししたい。
　まず健診が大切です。成人病，65－69才男性の死因の47％はがんです。がん検
診を受けましょう。
　食事は非常に大切です。高コレステロール血症，痛風や肥満は美味しいものの
食べ過ぎです。一方で高齢者は偏食になりがちです。夫婦だけになると好きなも
のばかり，単調な食物になります。特にビタミンの宝庫である肝臓等の内臓の摂取が日本の食卓では激減
しました。その結果，菜食主義者に近づく高齢が多くなりました。そういう人にはビタミン B12，ビタミ
ン D，ω３脂肪酸を添加することが必要になります。私の偏食のマーカーは白髪と皮膚の艶です。血液検
査では MCV（赤血球が大きくなること）です。これらは済生会の老人施設で，白髪の老人に栄養の整備され
たバランス食品を与えると数ヶ月で黒髪になり，皮膚の艶が良くなり，元気になることを見てから，注目
しています。和食の朝食は“めざし”，しじみの味噌汁，海苔とビタミン B12が豊富に含まれています。長
い伝統は価値があることが分かります。
　年齢と共に腎臓の機能は低下します。70才では正常の人でも75％になります。１日の食塩量は７g にすべ
きです。多くをとると浮腫や夜間尿，高血圧になります。これらが起こらない程度に減量すべきです。
　長寿遺伝子を活性化するには腹７分目でバランスよく食べることが大切です。世界の長寿村の食事と習
慣あるいは百寿者の生活態度はよく似ています。百寿者の総エネルギー摂取量は一般成人の70％程度で，
よく動き百寿者に肥満の人はいません。同世代と比較して，飲酒はほぼ同じ割合ですが，喫煙習慣のある
人が少ない。病歴調査では，ほとんどの百寿者が何らかの病気をもっていますが，100歳になるまで脳卒
中，心臓病，がんにかかっていない人は60％にものぼり，糖尿病はごく少数の６％にしか見られません。
つまり，百寿者のライフスタイルは，生活習慣病にかかりにくいものだったといえます。これらを参考に
してお元気に百寿者をめざして，新年も奉仕をして下さい。

例会報告（12/17）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者18名）
　出席者　76名（内出席免除者出席15名）
　出席率　80.00％（前々回訂正後出席率93.68％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　いよいよ12月も半ばを超え，次週は年末家族特別例会が開催されます。現在のところ，会員，ご家族の
方々をはじめ多くの方々のご参加をいただき，230名を超える参加者になっております。親睦活動委員会で
入念に企画されており，大変にぎやかで楽しい会が催されますので，ご期待ください。そのため，今年の
通常例会は本日が最後になります。
　先週，「2014－15年度 RI 表彰並びに RI 奨励表彰 受賞祝賀会」に多くの会員にご参加いただき，その受
賞を喜びあうことができました。昨年度の理事役員，委員長，委員の方々はもちろんですが，会員全員で
の活動が報いられたものと考えられます。ありがとうございました。
　また，13日には「庄司 GE 国際協議会出席ならびに鳥居 PG 規定審議会出席 壮行会」が，次年度ガバ
ナーを排出されました境港 RC および岡山東 RC の主催で，米子において開催されました。鳥居 PG には大
変お疲れ様でございました。米子，松江の RC からの参加者が主体ではありましたが，次年度の地区大会へ
向けてのホストクラブおよびコ・ホストクラブの意気込みを強く感じた壮行会でありました。

お 食 事
牛タンシチュー 冬野菜添え，ブイヨン
スープ，サラダ，ライス，コーヒー



幹事報告
１．12月13日（日）米子において，「次期クラブロータリー財団委員長研修会」が開催されました。齊藤博

臣次期会長，佐藤次期幹事，岡本次期ロータリー財団委員長がご出席されました。
２．同じく13日（日）米子全日空ホテルにおいて鳥居パストガバナーの規定審議会地区代表議員の壮行会

が開催されましたので，荒川会長，齊藤博臣次期会長，佐藤次期幹事と私で出席してまいりました。
３．（職業奉仕委員長よりご案内がございますが，）本日14：30〜岡山済生会総合病院 国体町新病院の見学

がございますので，参加予定の方は各自現地までよろしくお願いいたします。
４．来週は年末家族夜間例会となっております。当日の受付のご案内をポスティングしておりますので，

ご確認ください。なお，12月24日は，お昼の例会はございませんので，お間違えのないようによろ
しくお願いいたします。

５．マイロータリーへの登録をよろしくお願いいたします。
６．他クラブの週報を回覧いたします。

ロータリー財団表彰
　国際ロータリー日本事務局より，年次寄付の認証状と認証ピンが届き，荒川会長より授与されました。
　●ポールハリスフェロー　認証状と認証ピン

日名一誠 ロータリー財団委員長 井上英雄 会員

委員会報告
●親睦活動委員会　小橋雅治 副委員長
　12月24日は年末家族特別例会となります。多数のご来場及び写真撮影のため，受付を早めて17時から行
います。お子様が飽きないよう，18時からはミニショーも行いますので，お早めのご来場をお願いいたし
ます。

●職業奉仕委員会　大澤俊哉 委員長
　本日，優良企業事業所訪問第２弾を岡山済生会総合病院 国体町新病院にて開催いたします。14：30に病
院玄関前にご集合下さい。よろしくお願いいたします。

●社会奉仕委員会　高橋憲志 委員長
　本日，レターボックスに「子ども虐待防止フォーラム」のチラシをポスティングいたしました。開催は
来年の２月21日（日）です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

●写友「輪影」　冨岡正機 会員
　写友「輪影」の皆様へ，本日，沖縄の石垣島，竹富島への撮影旅行のご案内をポスティングしておりま
す。ご夫人同伴にて大勢の皆様のご参加をよろしくお願いいたします。なお，案内文に誤植があります。
返信の部分の下，（誤）2016年１月26日（金）〜　（正）2016年２月26日（金）〜　です。お詫び申し上げます。

●スマイル●
荒川 ①昨日，久し振りに「三木会」に呼んでいただき，出席しました。やはり，活発で楽し

い会でした。　②本日，済生会新病院の見学があります。初めて入るので楽しみです。
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優良企業事業所訪問第２弾「岡山済生会総合病院」（12/17）

　12月17日（木）例会終了後，職業奉仕委員会企画による優良企業事業者訪問が行われました。荒川会長以
下岡山東クラブ会員35名その他会員知人３名の38名，さらに丸の内クラブからも13名参加して，総勢51名
で「岡山済生会総合病院，新病院」への訪問となりました。山本和秀院長をはじめ，槌田看護部長，清水
事務部長，大出建築企画室室長など大勢の病院職員の歓迎を受けました。まず，岡山済生会総合病院の概
要説明，さらには新病院の説明を受けてから，院内見学となりました。岡山県では，初めてと言える入外

（職員なのに…。）
鳥居 13日には米子にて規定審議会への出席のための歓送会を開いていただきました。会議は

４月ですが現在準備を進めております。
砂山 小生１月末日にて閉院することになりました。体力の限界です。１月末には会員資格も

なくなります。齢をとると友達も少なくなりますが，引き続き RC へ出席できるよう理
事会で検討して下さい。

更井 過日のゴルフ同好会，久し振りに優勝させていただきました。
井上（一） ①糸島先生，今日は講話楽しみにしています。　②検診でお世話になりました。
糸島 本日卓話をさせていただきます。また，済生会病院への訪問ありがとうございます。
舟橋 ①昨日，54回目の誕生日を迎えました。誕生日のお祝いの品をいただいておりましたが，

お礼を言えていませんでした。皆様に感謝しつつがんばって参りますので，よろしくお
願い申し上げます。　②昨日，仕事上で岡山ヤクルト販売様に大変お世話になりました。
坪井パスト会長ありがとうございました。

根木 ①12月６日（火）の山陽新聞に，情報化月間で掲載していただきました。10数年ぶりに顔
写真を変えましたが納得いきません。元が悪いのであきらめます。ただ次回，もう一度
変えてみようと思ってます。　②昨日の三木会にお呼びいただきありがとうございまし
た。

佐々木 先週会社で良い事がありました。
大澤 本日の済生会総合病院の見学，よろしくお願いします。移転作業中のため，ご迷惑をお

掛けするかもしれません。ご容赦下さい。
藤井 建設業協会の安全パトロールのため欠席します。２週続けて例会を休んでしまって申し

訳ございません。
児島（正） 久し振りに出席しました。
内山（隆） 久し振りにハンディキャップと年齢上位の取決めでベスト５になりました。
阿部 名護やんばるツーデーマーチ，ウォーキング40km 完歩してきました。沖縄は暖かかった

です。
井上（和） 先日は意義ある業績賞受賞をお祝いいただき，ありがとうございました。受賞は岡山東

ロータリークラブのブランド力と会員皆様のご協力の賜物です。改めて感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

弘中 過日は皆様に当ホテルをご利用いただき，誠にありがとうございました。
横田 昨日は岡﨑様，宮本様，三木会ご苦労さまでした。１月の三木会を１月20日水曜日でポ

スティングし直しました。レターボックスをご確認下さい。今月は何かとありがとうご
ざいました。

辻 昨日，初めて三木会に参加させていただきました。荒川会長，根木幹事，内山親睦活動
委員長も来られ，とても楽しく過ごさせていただきました。今後ともよろしくお願いし
ます。

三垣 ゴルフ同好会，ベスグロとニヤピンいただきました。
三木会 昨日の三木会にて，赤松先生作のワインを頂戴いたしました。清涼感があり，シルキー

で，とてもおいしかったです。三木会メンバー，感謝を込めてスマイルいたします。あ
りがとうございました。

 20件　108,000円



分離（入院と外来を別施設で行う）を決断した経緯，新病院での目玉である救急センター，患者様の退院後
の生活も支える患者サポートセンターなどの説明をしていただきました。実際の見学となるとまずはその
大きさに驚かせられます。外来機能なしでこの広さは，逆に動線の長さが気になるところでもあります。
普段，見ることのできない，手術室，医局なども見学させていただき非常に有意義な時間を過ごすことが
できました。何かあれば，済生会総合病院にお世話になろうと思われた方も多いのではないでしょうか。
今回お世話いただいた，山本院長，その他病院職員の皆様に深く感謝申し上げます。
 ［文章提供：大澤俊哉職業奉仕委員長］

山本 和秀院長のご挨拶

最新の手術室

病院玄関

参加した会員の皆さん

１月の月間行事予定  職業奉仕月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

７日通常例会

14日特別例会
21日通常例会

28日通常例会

・「お祝い行事」
・「健康になるためのお話」日名一誠 会員
・「イニシエーションスピーチ」辻和英 会員
・新年特別例会（於 アークホテル岡山）
・「お酒の話あれこれ」

利守酒造㈱ 代表取締役　利守忠義 様（岡山西 RC）
・「最上稲荷はお寺です」

最上稲荷山妙教寺 代表役員　稲荷泰瑛 様（岡山 RC）

７日　・理事会

15〜18日　・ ベトナム奉仕活動現地検
証及び友好会議

21日　・第２回拡大クラブ奉仕委員会
　　　　（アークホテル岡山）
28日　・第３回クラブフォーラム
30日　・ゴルフ同好会（岡山 GC 帯江）

１月の月間メニュー
７日通常例会
14日特別例会
21日通常例会
28日通常例会

・幕の内，赤飯，吸物（餅入り）
・新年特別例会（於 アークホテル岡山）
・（ベトナムミール）天丼，吸物，漬物，コーヒー
・海鮮チャーハン，小籠包，中華スープ，ザーサイ，デザート



ジャングラーミニショー

「奉仕の理想」斉唱

荒川会長　開会挨拶

新入会員の紹介と挨拶　伊東京亮　会員，辻和英　会員

内山淳 親睦活動委員長 挨拶 石井パスト会長 乾杯

2015.12.24　第2271例会

2015年　岡山東ロータリークラブ

年  末  家  族  会
　12月24日（木）18時30分より岡山プラザホテルに於
いて，ご家族を含め総勢231名が出席して「年末家族
特別例会」が開催されました。
　今年の家族特別例会のオープニングは岡山学芸館
高校チアリーディング部ジャンパーズの皆さんの元
気いっぱい，笑顔溢れるチアリーディングショーに
始まり，ジャグリング＆マジックショー，大抽選会
と内山淳委員長を始めとする，親睦活動委員会の皆
さんの趣向を凝らした，楽しく大いに盛り上がった
クリスマス・イヴ家族特別例会となりました。

荒川会長挨拶
　本日は，夜間例会の中でも最も大きく，最も華やかな「年末家族特別例会」を迎えることができました。
231名のご参加をいただきました。特に，今年はクリスマスイブに当たり，本来ならばそれぞれのご家族が
それぞれのご家庭で楽しんでおられる日でありますが，このように大勢のご家族がこの場にお集まりいた
だき，誠にありがとうございます。高い席からではありますが，心よりお礼申し上げます。
　今年度のテーマは「和を広めよう」であり，通常の例会におきましても「和み」を感じる時間を持てる
企画もしております。また，特別例会でも「和文化」を演出し，会員，家族に「和」が生じ，更に大きな
輪ができることを期待しております。しかし，本日はまさにクリスマスイブであり，日本の「和」はあり
ませんが，存分にお楽しみいただけたらと思います。
　企画していただきました親睦委員会の皆様に感謝申し上げて，ご挨拶といたします。

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者18名）
　出席者　95名（内出席免除者出席17名）
　出席率　97.94％（前々回訂正後出席率91.58％）
　ご家族　139名



総勢231人が大きな輪になって「手に手つないで」の大合唱

舟橋副会長
閉会挨拶

司会
花岡委員

お世話になった親睦活動委員会の皆さん

「岡山学芸館高校」のチアリーディングショー ジャグリングショー

マジックショーに飛び込み参加の内山淳 親睦活動委員長 大抽選会で見事に「荒川会長賞」を射止めた
西下パスト会長

「大森豆富」の湯豆腐 「華伝座」のカクテル大行列のステーキ



ロータリーの目的

　ロータリーの目的は，意義ある事業の基礎として奉仕
の理念を奨励し，これを育むことにある。具体的には，
次の各項を奨励することにある。
第１　 知り合いを広めることによって奉仕の機会とする

こと
第２　 職業上の高い倫理基準を保ち，役立つ仕事はすべ

て価値あるものと認識し，社会に奉仕する機会と
してロータリアン各自の職業を高潔なものにする
こと

第３　 ロータリアン一人一人が，個人として，また事業
および社会生活において，日々，奉仕の理念を実
践すること

第４　 奉仕の理念で結ばれた職業人が，世界的ネット
ワークを通じて，国際理解，親善，平和を推進す
ること

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


