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本日のプログラム
　「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）

１月28日のプログラム
　「最上稲荷はお寺です」　　
　最上稲荷山妙教寺 山主
　稲荷泰瑛 様（岡山 RC）

「健康になるためのお話し」 日名一誠 会員

1月7日のプログラム

　皆さん明けましておめでとうございます。本日は“健康のためになる話”という
ことで，夢と睡眠に関連したお話をしたいと思います。
　眠りのパターンは２種類ありレム睡眠とノンレム睡眠と呼ばれます。レム睡眠
では，身体は休んでいるのですが，脳は活動しています。この時夢を見ます。一
方，ノンレム睡眠では体も，脳も休んでいます。このような２種類の睡眠パター
ンがあるのです。そして健常人ではレム睡眠とノンレム睡眠を90分周期で繰り返
します。レム睡眠もノンレム睡眠もどちらも大切で，この睡眠リズムが重要です。
睡眠のリズムが狂ってしまうと，日中に眠気や思考力の低下をきたします。日常
の生活リズムの崩れ，夜遅くまで飲み歩くというような，そういうことから睡眠
リズムが狂うことが多いのですが，病気でリズムが狂うことがあります。睡眠時無呼吸症候群 SAS（サス）
と呼ばれる病気です。
　SAS が日本で有名になったのは，奇しくも岡山で2003年にひかり号が所定位置の100m 手前で止まる，と
いう事故があってからです。こうした社会的事故だけでなく，SAS は様々な病気の原因になると言われて
います。高血圧症，心筋梗塞，不整脈，ED（勃起不全）や，認知症まで SAS と関連があるといわれていま
す。いびきが大きい，呼吸が止まる，日中に眠気が強い，夜トイレが近いというような症状の方は SAS の
可能性があります。睡眠リズムの検査をお勧めします。
　睡眠リズムを調べる検査には二通りの方法があります。簡易型ポリグラフィーと脳波付き精密ポリグラ
フィーです。前者は自宅でもできて簡便なのが利点です。ただ，無呼吸はわかりますがレムやノンレムな
どの細かいリズムは検査できません。後者は，病院に１泊しないといけませんが，レムやノンレムなども
含めて精密に自分の睡眠リズムを知ることができます。岡山ハートクリニックでもこれらの検査ができま
すので何かございましたら御一報ください。自分の睡眠リズムを知って良質な睡眠をとりましょう。皆さ
んいつまでも夢みる男でいて下さい。ご清聴ありがとうございました。



例会報告（1/7）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者17名）
　出席者　79名（内出席免除者出席16名）
　出席率　82.29％（前々回訂正後出席率92.71％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　明けましておめでとうございます。
　本年度も１月に入り，折り返し点を通過しました。これからも奉仕事業，特別例会など多くの行事が予
定されております。皆様と共に活動していきたいと思いますので，ご協力の程よろしくお願いいたします。
早速，次週は新年特別例会，翌日にはベトナムにて準備していた小学校の図書室の整備が完了しましたの
で，その記念式典に参加し，子供達との交流を図りたいと思います。
　さて，本年はオリンピックの年であり，陸上，水泳その他で日本の若者の台頭が目覚ましく，大いに期
待し楽しみたいと思います。しかし，年明け早々から株価の下落，マイナンバー制度の開始，参院選挙の
行方など多くの話題で盛り上がっていますが，また世界に目を向けますと，中東ではイスラム社会の国々
で不協和音が聞かれ，世界の金融に大きな影響を与えるだけでなく，紛争，テロがまた広がることが懸念
されます。更に，昨日は北朝鮮の水爆実験の実施が行われ不安な話題が多く見られます。しかし，今年は
申年であります。申年は「病気が去る」「悪い運が去る」と言い，幸せがやってくる年になると言われてい
ます。会員の方々だけでなく，ご家族，会社の皆様，世界中が幸せになることを祈念しまして，本年最初
の御挨拶とさせていただきます。

幹事報告
１．１月のロータリーレートは，１ドル＝120円です。
２．来週１月14日の例会は，18：30よりアークホテル岡山において，新年特別例会となっております。

お昼の例会はございませんのでお間違えのないようにお願いいたします。
３．新天地育児院より，『新天地だより』が届きましたので，ポスティングしております。ご覧くださ

い。
４．１月１日の朝日新聞にジェイドさんが出ています。回覧いたします。
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．他クラブ週報を回覧いたします。

　 第７回理事会報告 
１．会費・諸会費の納入について，承認されました。
２．退会（大森達也会員）について，承認されました。
３．外国人学生と岡山の歴史，和（食・音楽・遊）に触れる事業の報告について，承認されました。
４．2014－15年度 RI 表彰並びに RI 奨励表彰受賞祝賀会の報告について，承認されました。
５．2016－17年度 国際ロータリー第2690地区奨学生について，東京大学公共政策大学院１年の班　

学人（はん　がくと）さんを当クラブがお世話することで承認されました。
６．ガバナー補佐訪問クラブ協議会後期日程について，３月３日に開催で承認されました。
７．2016－17年度 理事・役員・委員会編成について，承認されました。本日ポスティングしており

ますのでご確認ください。

お 食 事
幕の内，赤飯，吸物（餅入り）



「宝筒厨子」の完成・お披露目
　前年度青少年奉仕委員会　井上和宣 委員長
　前年度の「少年はだか祭り協賛事業」のうち，宝筒厨子奉納に
ついては「厨子」の作製が遅れておりましたが，この度ようやく
完成しましたので，皆様にお披露目いたします。
　この「厨子」は，西大寺観音院で行われる少年はだか祭りの

「こども会陽」に住職が櫓上から投下する二本の“宝筒”を奉納・保
管するための「厨子」であり，岡山東ロータリークラブが青少年
の健全な育成の祈念をこめて奉納，西大寺観音院本堂に納められ
ます。

委員会報告
●親睦活動委員会　辻和英 会員
　来週１月14日の18：30から，アークホテル岡山に於きまして「新年特別例会」を開催いたします。皆様
よろしくお願い申し上げます。

●社会奉仕委員会　高橋憲志 委員長
　２月21日開催の「こども虐待防止フォーラム」のちらし配布のご協力を皆様にお願い申し上げます。

●国際奉仕委員会　藤井一也 委員長・横手典明 副委員長
　来週のベトナム訪問の際に子供が喜びそうな図鑑とか，まんが本を持参したいと思いますので皆さんの
ご自宅に何かありましたらご協力をお願いいたします。

●スマイル●
荒川 明けましておめでとうございます。半年過ぎました。更に気を引きしめて活動してまい

りたいと思いますので，よろしくお願いいたします。
大森 長い間お世話になりました。
坪井（俊） 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今日これから第

42回ヤクルト愛の車いすを100台，岡山県社会福祉協議会に贈呈いたします。今回で合計
1,938台となります。車いすを贈呈できるという喜びを本年もかみしめながら，頑張って
いきます。

横山 荒川丸出航半年，後半も頑張って下さい。小生本年は年男ですが，14日の新年特別例会
所用の為欠席します。

多田 新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしく。
砂山 明けましておめでとうございます。本年もよろしく。
米田 荒川丸も半年の航海を終え，次の半年も無事であります様御祈りします。
井上（一） ①年末家族特別例会では，副 S.A.A. 賞が当たりました。幸運。　②沢山の賀状をいただ

き，ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
更井 明けましておめでとうございます。荒川丸の後半戦のご活躍を念じます。
糸島 あけましておめでとうございます。済生会の新病院に無事移行しました。大きくて，な

かなか場所にたどりつけません。
西下 新年明けましておめでとうございます。年末家族特別例会で会長賞をいただきました。

今年もよろしくお願いいたします。
石井 荒川年度の益々のご活躍をお祈りします。
齊藤（博） 本年もよろしくお願い申し上げます。
舟橋 新年明けましておめでとうございます。荒川会長年度後期のスタートです。引き続きよ

ろしくお願い申し上げます。更にご機嫌で楽しく良い年にしましょう！
根木 ①12月17日の新岡山済生会病院の事業所訪問では，大澤職業奉仕委員長をはじめ委員会
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の皆様にはお世話になりました。　②12月24日の年末家族特別例会では内山親睦活動委員
長をはじめ委員会の皆様にはお世話になりました。

佐藤 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。年末家族特別例会で
は親睦活動委員会の皆様にお世話になりました。大澤職業奉仕委員長賞をいただきまし
た。プーさんの鍋でした。

森元 国際奉仕委員長賞をいただきました。
内山 ( 淳） 昨年の年末家族特別例会では会員の皆様に大変お世話になりました。ありがとうござい

ました。本年も引き続きよろしくお願いいたします。
藤岡 ①新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。　②昨年12月地

鎮祭を済まし本社ビルの建設に着手しました。内山隆義会員の高岡建設にお世話になり
ます。

木村 新年おおめでとうございます。
大澤 昨年12月17日の済生会病院の見学に多数御参加いただきありがとうございました。12月

31日の患者さんの移送も無事終わり，１月１日より診療を開始しています。まだまだ不
慣れで利用者の皆様に御迷惑をおかけしています。徐々に改善いたしますので，よろし
くお願いいたします。

日名 不本意ながら本日，卓話をさせていただきます。皆さんのためになる話ですので，寝ず
に聞いて下さいね！

大橋 明けましておめでとうございます。今年一年よろしくお願い申し上げます。今年の目標
は「減量」です。

諸國 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
内山（隆） 明けましておめでとうございます。このたび藤岡邸の工事を請負わせていただきました。

誠心誠意工事を完成します。藤岡さんありがとうございます。
近藤（典） 今年もよろしくお願いします。昨年，囲碁同好会で３位となりました。北村６段に初め

て勝たせていただきました。（もちろんハンディを多くいただきました。）
北村 新年，明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
児島（道） 年末家族特別例会，超特大の風船の人形をいただいて帰りました。孫が大喜び！！あり

がとうございました。また，年末よりお預かりしているジェイド，今日我が家から初の
登校。無事バスで帰って来れるか？！

眞殿 年末家族特別例会で会計賞が当たりました。スマイルをさせていただきます。
塩見 年末家族特別例会では大変お世話になりました。ありがとうございました。
勘藤 明けましておめでとうございます。皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。年末家

族特別例会ではロータリー財団委員長賞をいただきました。日名委員長ありがとうござ
いました。合掌。

友野 あけましておめでとうございます。新年最初の例会を欠席して申し訳ありません。
山下（貴） 明けましておめでとうございます。今年は，本日現在，皆勤です。本年もよろしくお願

いいたします。
井上（和） 明けましておめでとうございます。新年のごあいさつ及び正月の箱根駅伝で母校が優勝

いたしましたので，スマイルさせていただきます。また，西大寺会陽宝筒の厨子も完成
いたしましたのでご報告させていただきます。皆様，本年もよろしくお願い申し上げま
す。

松本 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。年末家族例会で
はプログラム委員長賞をいただきました。藤岡委員長ありがとうございました。

神田 年末家族特別例会ではお世話になりました。一家全員で楽しませていただきました。
伊東 皆様明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。クリス

マス年末家族特別例会ではお花と抽選では幹事賞をいただきました。ありがとうござい
ました。

事務局一同　　年末家族特別例会に参加させていただいて，ありがとうございました。
三垣 明けましておめでとうございます。本年もスマイルよろしくお願いします。
 39件　353,000円



2015.1.14　第2273例会

2016年　岡山東ロータリークラブ

新年特別例会
於　アークホテル岡山

出席報告
会 員 数　97名（内出席免除者17名）
出 席 者　88名（内出席免除者出席15名）
出 席 率　92.63％（前々回訂正後出席率98.97％）
ビジター　０名

　１月14日（木）18時30分よりアークホテル岡山に於いて，新年特別例会が開催されました。長寿，年男の
皆さん18名を会員総勢88名の皆さんで祝福し，2016年岡山東 RC の幕開けに相応しい，にぎにぎしく，か
つ，格調高い会となりました。本德直前会長の乾杯の発声の後は長寿，年男の皆さんによる鏡開き，黒住
教の奏楽寮の皆さんによる吉備楽の演奏と舞楽が行われました。

会長挨拶
　皆様こんばんは。この新年特別例会に多数のご出席をいただきありがとうございます。今年は「丙申」
の年であります。日本には「十干十二支」があり，十干は10で１周，十二支は12支で１周ですので，その
組み合わせは60通りあります。そのため，60年で１周しますので，60歳を「還暦」，もどる，まわる歴と書
きます。
　ところで「丙申」の年はどのような年かと言いますと「申」は「樹木の果実が熟して固まる」，また

「丙」は火を表し「大きく燃え広がる」と言う意味があるそうですので，合わせますと「物事が大きく進歩
発展し，成熟する年」であるそうです。そのようになることを願いたいと思います。
　本日は長寿の方11名，年男の方７名の方々を皆様と共にお祝いしたいと思いますので，よろしくお願い
いたします。

《長寿（数え年）》
・喜寿（77歳）　糸島達也 パスト会長，赤松興一 会員，木村  旭 会員，更井正人 パスト会長
・古希（70歳）　友野昌平 会員，近藤典博 会員，森元幹雄 会員
・還暦（60歳）　日名一誠 会員，石原彰二 会員，三垣日出人 会員，大西直規 会員

《年男（さる年生まれ）》
・84歳　米田弥寿雄 パスト会長，鳥居　滋 パストガバナー，横山　洋 パスト会長
・72歳　勘藤　晋 会員，浮田　實 会員
・48歳　内山　淳 会員
・36歳　花岡正敬 会員

荒川会長挨拶 司会の岡﨑会員内山淳親睦活動委員長挨拶 本德直前会長乾杯



長寿を代表して挨拶する
（喜寿）糸島パスト会長 長寿11名の皆さん。おめでとうございます

年男を代表して挨拶する
米田パスト会長 年男６名のみなさん。おめでとうございます（横山パスト会長ご欠席）

鏡開きに登壇。祝福を受ける長寿・年男の皆さん

黒住教の奏楽寮の皆さんによる吉備楽の演奏と舞楽 お世話になった親睦活動委員会の皆さん

手に手つないで



速報版　ベトナム奉仕活動　現地検証および友好会議　報告（1/15−18）

　2016年１月15日（金）６：00　のぞみ号にて荒川会長をはじめとする総勢13名（佐々木会員増強委員長と安
藤会員は現地集合）で岡山駅より出発しました。早朝にも関わらず，高橋社会奉仕委員長，池田会員，諸國
会員，冨岡会員，堀会員がお見送りに来てくださいました。
 ［文章・写真提供：佐藤英明 副幹事，荒川謙三 会長，舟橋弘晃 副会長］

ビンプー第２小学校での図書室完成
セレモニーに参加してくれた小学生達

ビンプー第２小学校での図書室完成
セレモニーで挨拶する荒川会長

ビンプー第２小学校の成績優秀生に
奨学金を送る荒川会長

完成した図書室で集合写真
（中央女性が校長先生）

けん玉に挑戦 けん玉で遊ぶ小学生

●ボランティア検討会 
　ベトナム到着後，現地時間18時より Nurture the Dream 事務所
にて代表タンさん，ソンさんと仁科年度からのベトナム国際奉仕
事業について総括し，今後の支援活動についての意見交換を行い
ました。タンさんからは，岡山東 RC のこれまでの活動に対する
感謝の言葉と，ベトナムにおける他のボランティア団体の奉仕活
動のモデルスキームとなっていることが紹介されました。

Nurture the Dream 会長（タンさん）と
副会長（ソンさん）との会合後の集合写真

OCEAN PALACE での会長招待夕食会で
挨拶される荒川会長

●会長招待食事会
　ホーチミン市内のレストラン海
皇にて会長招待食事会が行われ，
上品な海鮮中華料理を楽しみまし
た。

●小学校訪問
　ホーチミン市内からバスで３時間かけてビンプー第二小学校を訪問しました。これは岡山東 RC からの基
金によって整備した図書室の完成式典に出席するための訪問です。式典では，子供達による鼓笛隊の演奏
の歓待を受け，優秀生徒への奨学金及び文房具の授与，日本国内で準備した図書や，伝統的な日本の玩具
の贈呈を行いました。式典終了後，子供達と竹とんぼ，フラフープ，コマ回し，だるま落とし，輪投げな
どを一緒に楽しみ交流を深めました。子供達の輝く瞳は，言葉ではいい尽くすことができず，参加者の心
を打つ事業となりました。



●家庭訪問
　西下年度に図書館を寄贈したタンタック A 小学校に在籍し，４年連続で奨学金の支給を受けている二人
の少女の家庭を訪問しました。２班に分かれて訪問し，今年度の奨学金をお渡しし，農村部の家庭生活の
現状や学習環境についてお話を伺いました。二人の少女の家庭は，共に，母子家庭であり，奨学金が学業
を続ける支えになっていると家族の方から岡山東 RC の支援に対して感謝の言葉を承りました。

●両備物流センター工事見学
　両備グループがサイゴンハイテクパーク内にて建設中の物流センター建設現場を見学しました。現地法
人の責任者である田中さんが日曜日にも関わらず熱心に応対してくださり，急成長するベトナム経済の物
流基盤としての役割が期待されます。

昼食は市内のお洒落なレストラン The LOG にて両備ホールディングスの「RYOBI 物流センター」建設現場にて
（３ha の敷地に２階建の倉庫。室温・冷蔵・冷凍機能を有する）

フランス統治〜ベトナム戦
争時に実際に使われていた
ギロチン（戦争証跡博物館）

●戦争証跡博物館●ワニ園見学
　ホーチミン市郊外にある，ワニ園の見学をしました。このワニ園には1,000
匹超のワニが養殖されており，革製品の加工，食肉等に利用されているそうで
す。またワニの成分は，難病治療のボランティア活動にも役立てられているそ
うです。

紙風船で遊ぶ少女 日本の玩具で遊んだ後、みんなで集合写真

ワニ園で養殖されるワニ（５年で肉や製品に）ワニ園で集合写真（中央はワニ園顧問の Bui 教授夫妻）

タンタック A 小学校の
奨学金被支給生徒宅訪問（B 班）

タンタック A 小学校の
奨学金被支給生徒宅訪問（A 班）

タンタック A 小学校訪問（校長先生は入院のため不在）。
図書室には日本の地図が今も飾られていました。


