
2017.2.2　第2319例会� No.2169

▲

本日のプログラム
　「１月31日 生命保険の日にちなんで」
　小橋雅治 会員，伊東京亮 会

▲

2月9日のプログラム
　「海外事情」
　ジェトロ岡山所長　髙宮純一 様

「１月９日�風邪の日にちなんで」 浮田實 会員

1月26日のプログラム

　安永年間に活躍した大横綱の谷風は常日頃から「俺を倒すことが出来るのは風
邪ぐらいだ」と豪語していましたが，（旧暦の）寛政７年１月９日（今の暦では２月
27日）にインフルエンザで亡くなったことから１月９日が「風邪の日」とされてい
ます。
　本年もインフルエンザの流行が始まり，ピークを迎えようとしているので，①風
邪とインフルエンザの違い，②有効な予防策と免疫力アップの知恵についてお話
しします。
　まず，風邪の症状としてあげられるのは上気道の炎症です。気管支までは行か
ないので，咳はあまり長続きせず，喉や鼻に症状が出ます。また高熱が続くこと
もありません。ちなみに鼻づまりと鼻水では効く薬が違うので，それぞれに適した
薬を使って下さい。一方インフルエンザは気管支に作用するので，咳が主な症状となります。また，気管支
の奥までウイルスが入り込んでいるので長期化し，筋肉痛など全身症状が出て熱も高くなります。
　予防策の一番目として，部屋の湿度を40％以上に保つようにして下さい。湿度20％のときと比べて大気中
のウイルス数が四分の一になります。次に十分な睡眠が必要です。睡眠が五時間以下と六時間以上では罹患
する頻度が二倍以上違います。ウイルス対策のマスクは，直接的にウイルスの侵入を防ぐと共に，マスクに
よって自分の喉の乾燥を防ぐという役割もありますから，寝るときにも使用して下さい。最後に免疫力を高
める栄養素としてビタミン D があります。魚や鶏卵に含まれており，昔から卵酒などの形で利用されてきま
した。

「１月16日�禁酒の日にちなんで」 大澤俊哉 会員

1月26日のプログラム

　１月16日は禁酒の日です。その由来は，1920年にアメリカ合衆国において禁酒法が実施された日が１月16
日だったとのこと。飲酒に対して強い批判を持つ清教徒（ピューリタン）の影響があったようです。しかしな
がら，アルコールの製造・販売が禁止されたことにより，非合法にそれを行うギャング・マフィアの台頭を
許してしまいました。結局，禁酒法は，1933年２月に廃止されました。
　禁酒の日にちなんで，日本人の飲酒量に関しての統計をみてみましょう。２人以上の家庭によるアルコー



ル類消費金額です。金額による比較ですが，高知，広島，山口を除くとベストテ
ンは北の国々となります。九州勢が入ってきません。実は，金額でのデータであ
り，消費量でのデータではありません。要するに清酒は高く，焼酎は安いと言える
でしょう。
　アルコールと肝臓の話も少ししましょう。アルコール性肝障害は，まずは，アル
コール性脂肪肝から始まります。さらに，飲酒量が多くなるとアルコール性肝線
維症に進行し，行き着く先が肝硬変です。よく，アルコール性肝炎と言いますが，
これは，普段から大酒家の人，要するに慢性的に高度な肝障害がある人が，さら
に大量に飲酒して急性の肝障害が被った場合に起こり，致命的です。飲むなとは
言いませんが，適度の飲酒が必要と思われます。
　酒は百薬の長と言われます。厚生労働省の勧めるお酒の飲み方は，日本酒にして１日１合までとし，１週
間に２日は休肝日を作るように勧めています。なかなか難しいというより，不可能に近い勧奨ですが，でき
るだけ努力しましょう。

例会報告（1/26）
出席報告
　会員数　95名（内出席免除者16名）
　出席者　85名（内出席免除者出席12名）
　出席率　93.41％（前々回訂正後出席率92.47％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。寒さが厳しくなってきましたが如何お過ごしでしょうか。この寒さが例年通りで普
通の寒さなのでしょう。
　私と幹事それと副幹事は，職業柄これから繁忙期に入ります。３月15日に所得税の確定申告が終わるまで
大変な日々が続きます。そこで，税理士として会員の皆様にスペシャルな節税策をお教えしたいと思います。
　私もそうでしたが，両親から土地・建物を相続しても，今住んでいる家があり，必要がないので売却を
することがあります。古い家でいくらで買ったのかわからない場合，売却価格の５％しか原価になりませ
んでした。しかし，空き家対策で税法が改正され，昨年の４月１日から空家を売却したら3,000万円の控除
が出来るようになりました。是非，適用してみてください。

幹事報告
１．本日18：00〜第３回クラブフォーラムを開催いたします。出席予定の方は，よろしくお願いいたし

ます。
２．他クラブ週報を回覧いたします。

米山功労者表彰
　ロータリー米山記
念奨学会より，塩見
泰利会員に第１回米
山功労者の感謝状が
届き，齊藤会長より
授与されました。

委嘱状贈呈
　地区ガバナーエ
レクト事務所より
高 橋 憲 志 会 員 に
2017-18年度 地区
青少年奉仕委員会
委員の委嘱状が届
き，齊藤会長より
授与されました。

協賛金贈呈「第46回少年はだか祭り」
　少年はだか祭り実行委員長　小野真人 様と事務
局長　藤原辰徳 様の訪問をいただき，齊藤会長よ
り協賛金の贈呈が行われました。また，小野実行
委員長よりお礼のご挨拶がありました。

お 食 事
（下町メニュー：唐揚げ定食）鶏唐揚げと
コールスロー ポテトサラダ添え，春菊・
木の子 黄身卸し和え，御飯，味噌汁，漬
物，デミコーヒー

第46回少年はだか祭り
　2017.２.18（土）会陽当日 PM３：10〜４：50



委員会報告
●写真同好会写友「輪影」　横手典明 会員
　１月27日から29日まで上海 ･ 蘇州・周庄方面撮影旅行が行われます。参加の皆さんは７時10分集合です。
ネームプレート，パスポート，カメラなどお忘れないようお願いします。

●広報委員会　松本崇 委員長
「ロータリーの友」１月号　主要記事のご案内
　（横組み）・特集　守り・伝える（p7〜）
　　　　　　 　伝統文化を伝える取り組みを行うロータリークラブの活動の紹介。特に，2690地区所属 RC

の活動として，倉吉 RC の郷土玩具「はこた人形」文化継承プロジェクトについて紹介（p10）
　　　　　・「職業奉仕」はロータリーの根幹か？（p14）
　　　　　・人類に奉仕するロータリー（p20）
　　　　　・ようこそ Rotary 　ロータリーの奉仕活動（p32）
　　　　　　　入会して間もない会員がロータリーについて理解を深めるための記事
　（縦組み）・友愛の広場　ロータリー三年未満の会（飯塚 RC）（p14）
　　　　　・ロータリーアットワーク　県内他クラブ及び近隣クラブの記事紹介
　　　　　　　岡山南 RC（p25），高梁 RC（p29），倉敷中央 RC（p31），松江しんじ湖 RC（p26）

●スマイル●
齊藤（博） 先日の新年特別例会にご参加の会員の皆様にはありがとうございました。私はいい例会

だったと思っていますが，皆様はどうでしょうか。
小野・藤原（少年はだか祭り実行委員会・西大寺 JC）） 例会の開催，誠におめでとうございます。

平素より少年はだか祭りに多大なるご支援を賜りまことにありがとうございます。充実
した素晴らしい事業となるよう努めますのでどうぞよろしくお願いいたします。

坪井（俊） 先日の新年特別例会では卒寿のお祝いをしていただきありがとうございました。
砂山 新年特別例会では会長をはじめ皆様方に喜寿を祝っていただきありがとうございました。
米田 少年裸祭りに西大寺 JC がご無理をお願いに来場しておりますがよろしくお願い申し上げ

ます。
更井 ①日名先生にお世話になりました。　②髙藤さんに感謝。
西本 石井パスト会長先日は大変お世話になりました。
藤井 新年特別例会では，還暦のお祝いありがとうございました。また，明日から上海へ輪影

の撮影旅行に行ってきます。ちなみに４月４日〜４月９日まで天神山文化プラザで展示
会を予定しています。その節もよろしくお願いします。

佐藤 ①新年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。餅をつかせていただ
きました。格別の味でした。　②囲碁同好会では池田会員にお世話になりました。　③髙
藤さんお世話になりました。

冨岡 少年はだか祭り実行委員会より，実行委員長　小野真人 様，同事務局長　藤原辰徳 様，
岡山東 RC へようこそお越しくださいました。

舟橋 年末と新年特別例会無事に開催することが出来ました。多くの方にご参加いただき感謝
申し上げます。親睦活動委員会の皆様，ご苦労様でした。引き続きよろしくお願いいた
します。

池田 囲碁同好会の皆様，稲荷山健康センターへお越しいただき誠にありがとうございました。
天然温泉と薬湯をお楽しみいただけましたでしょうか。今後共よろしくお願いいたしま
す。

岡本 友野さん先週は２次会でごちそうになりました。
石原 ①少年はだか祭り実行委員会委員長　小野真人 様，事務局長　藤原辰徳 様，少年はだか

祭りよろしくお願いします。　②髙藤会員ごちそうさまでした。　③友野会員ごちそうさ
までした。

北村 先日，本年度第２回目の囲碁同好会の碁会を稲荷山健康センターで開催しました。池田
会員，大変お世話になりました。

森元 髙藤さんありがとうございました。弘中さんありがとうございました。
髙藤 日名先生，ワイフ共々大変お世話になり，誠にありがとうございました。
木村 家内の誕生日のお祝いありがとうございました。
眞殿 ①西大寺青年会議所の皆さんをお迎えして。西大寺会陽よろしくお願いします。　②本日

結婚記念日においしそうなメロンが届きました。ありがとうございました。

S A A 



塩見 新年特別例会では大変お世話になりました。また，本日表彰いただきまして重ねて御礼
申し上げます。ありがとうございました。

菅野 新年特別例会での喜寿のお祝いありがとうございました。とうとう後期高齢者になりま
した。身体は悪いところなし。自己診断ですけど。今後ともお付き合いよろしくお願い
します。

高橋 日名先生，先日は大変ありがとうございました。
勘藤 皆様，お久しぶりです。母親が昨年末95歳で他界しましたので，忌中ということでじっ

と喪に服しておりました。遅ればせながら，本年の皆様のご多幸とご健勝をお祈りいた
しますとともに，本年もよろしくお願いいたします。

仁科 ①囲碁大会，北村さんに勝って（４目おいてますが）優勝しました。　②新年特別例会，年
男のお祝いありがとうございました。

山下（和） 西大寺 JC 諸君（先輩づらしてすいません）大歓迎です。今年も裸の付き合いでよろしく。
武 古希の祝いありがとうございました。
横手 ①髙藤さん，石井さん先日はありがとうございました。　②日名さんお世話になりまし

た。
友野 ①誕生日のお祝いありがとうございました。　②藤岡さんご無理を申しました。
内山（淳） 髙藤さん，お世話になりました。ありがとうございました。
大澤 本日「禁酒の日」にちなんで少しだけ話させていただきます。たいして役に立たない雑

学ですがよろしくお願いいたします。
土井 ①諸國副会長，昨年暮れの年末特別例会でエア・マッサージャーいただきありがとうご

ざいました。お礼が遅くなりました。　②木村さん，髙山さん，石井さん，社業で大変お
世話になってます。

浮田 “風邪”の卓話をさせていただきます。お役に立ちますか……。
藤岡 ①先週の新年特別例会で喜寿のお祝いを皆様にお祝いしていただきありがとうございま

した。　②退院後２度目の検診に於いて大きく改善され，これを機にもっともっと健康管
理に努力したいと思っております。ピロリ菌もおりませんでした。

堀 西大寺 JC　小野理事長，藤原委員長，岡山東ロータリークラブへようこそいらっしゃい
ました。

弘中 ①過日は，多くの皆様にご利用いただき誠にありがとうございました。　②石井パスト会
長，カメラが当りました。ありがとうございます。

坪井（二） 髙藤会員，先日は美食体験が出来ました。誠にありがとうございました。
横田 髙藤様，鴨鍋の会ありがとうございました。石井パスト会長，内山淳様，お世話をごく

ろうさまでした。大変美味しゅうございました。
岡﨑 先日の鈴鹿サーキットは，マシントラブルにてリタイヤとなりました。ドライバーのダ

メージが大きいです。厄除けさせて下さい。
辻 新年特別例会では，おいしい料理とお酒，ワインなどでとても楽しませていただきまし

た。ありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。
福原 新年特別例会では年男のお祝いをしていただきありがとうございました。これからも精

一杯頑張ってまいります。
貝原 新年特別例会では年男のお祝いをいただきありがとうございました。また，誕生日と結

婚祝いもいただきまくりありがとうございました。
髙山 ①このあと出張のため早退します。クラブフォーラム欠席です。スミマセン。　②髙藤さ

ん，石井パスト会長ありがとうございました。
 42件　290,000円

　藤原唯朗会員は，2017年（平成29年）１月28日（土）ご逝去されました（満71
歳）。生前の御遺徳を偲び，謹んで哀悼の意を表しますと共に，心よりご冥
福をお祈り申し上げます。

１．前夜式日時：1月30日（月）19時〜（岡山中央典礼会館）
２．葬 儀 日 時：1月31日（火）13時〜（　　　同上　　　）
３．喪　　　主：藤原　康朗 様（ご長男）

藤原　唯朗 会員訃　報�
（昭和21年３月12日生れ）



第３回クラブフォーラム（1/26）
　１月26日（木）18時30分より岡山プラザホテルにおいて，「クラブ奉仕活動について」を議題として第３回
クラブフォーラムが会員52名の出席のもと開催されました。
　会長挨拶の後，石井ロータリー情報委員のコーディネートのもと，まず舟橋親睦活動委員長よりフェ
ローシップについての意味をとりあげながら，親睦活動についての説明があり，続いて，大西プログラム
委員長より，会長方針の「自主性を持って，進んで参加しよう！」を具現化したプログラム計画の説明と
実施状況の報告がありました。次に神田会報委員長から週報作成の詳細と重要性の説明，そして近藤出席
委員長からは出席率向上のための今期の活動と課題の発表がありました。最後に諸國クラブ奉仕委員長よ
り「仲間作り」をもとにしたクラブ奉仕の重要性についての説明がありました。また各委員長の説明後，
クラブ奉仕活動に関して，出席者からも活発な質問・提言がありました。
　最後にカウンセラーの石井ロータリー情報委員からは，各委員会の講評とともに，故本德パスト会長の
いきざま「本気」についての紹介があり，盛況のうちに散会となりました。

パネラー（諸國クラブ奉仕委員長，舟橋親睦活動委員長， 
大西プログラム委員長，神田会報委員長，近藤出席委員長）の皆さん

故本德パスト会長のいきざま「本気」の紹介

齊藤会長，石井ロータリー情報委員

会場の様子

写友「輪影」上海・蘇州の旅（1/27〜1/29）
　１月27日（金）〜29日（日），春節（旧正月）を迎える上海と蘇州に総勢10名が参加して，撮影旅行が行われ
ました。春節は中国では一年の中で重要な祝日とされており，新暦の正月よりも盛大に祝うそうで，華や
かに彩られた街並みをカメラに納めようと各地の名所めぐりを行いました。初日は，上海市内の豫園古典
庭園，二日目は，蘇州の世界遺産を代表する庭園である留園をはじめ，寒山寺や虎丘斜塔，蘇州旧市街で
も昔ながらの水郷の風情が残る山塘街，三日目は，水郷古鎮の1つとして明清代の建造物が残る周庄で風景
撮影を堪能した旅行となりました。
　なお会員の力作は，４月開催予定の第28回写友「輪影」展をお楽しみにしてください。
 ［文章・写真提供：内山淳 会員］



2月の月間行事予定  平和と紛争予防・紛争解決月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

２日通常例会

９日通常例会
16日通常例会

23日通常例会

・お祝い行事
・ 「１月31日 生命保険の日にちなんで」
 小橋雅治 会員，伊東京亮 会員
・「海外事情」 ジェトロ岡山所長　髙宮純一 様
・「食の講座　果物・野菜」
 株式会社岡山丸果 代表取締役社長　花房昌男 様
・「２月23日 ロータリー設立記念日にちなんで」
 諸國眞太郎 副会長
・「２月23日 税理士記念日にちなんで」 冨岡正機 副幹事

２日　・理事会
　　　・第３回 I.D.M.

11日　・ゴルフ同好会冬期特別例会
　　　　（たけべの森 GC）
18日　・西大寺会陽（少年はだか祭り）

2月の月間メニュー
２日通常例会
９日通常例会

16日通常例会
23日通常例会

・（ミリオンダラーミール）チキンカツカレー，サラダ，コーヒー
・ 鱈と殻付海老・ベーコン・木ノ子 チーズのパラフィン紙焼き ポン酢 酢立添え，茶碗蒸し，御

飯，味噌汁，フルーツ２品，デミコーヒー
・ハヤシライス，ポタージュスープ，コロッケサラダ添え，コーヒー
・（下町メニュー：カツ丼定食）カツ丼，味噌汁，漬物，小鉢一品，デミコーヒー

豫園庭園にて記念撮影 豫園庭園について説明を聞くメンバー

大晦日の上海市内を散策 蘇州の留園の建物内にて記念撮影

周庄にて春節を祝う踊りを撮影 周庄の沈亭（商人の屋敷）にて記念撮影


