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第2364例会

▲

本日のプログラム
お祝い行事
「イニシエーション・スピーチ」
田中秀明 会員
「地域包括ケアシステムについて」
大澤俊哉 プログラム委員長

No.2209
２月８日のプログラム
「未定」
国立大学法人 岡山大学准教授・
日本放課後児童指導員協会 副理事長
中山芳一 様

例会報告（1/25）
出席報告
会員数 100名（内出席免除者13名）
出席者 83名（内出席免除者出席11名）
出席率 84.69％（前々回訂正後出席率95.00％）
ビジター ０名

お 食 事
（下町メニュー（親子丼定食））親子丼，小
鉢
（魚の南蛮漬け）
，味噌汁，漬物，フルー
ツ，デミコーヒー

会長挨拶・報告
皆様，こんにちは。
先週の新年特別例会ではご長寿，年男の方々，本当におめでとうございました。当日はマスクをしたま
まで大変失礼いたしました。皆様は，お変わりなくお過ごしでしょうか？
私の症状自体は熱も37℃前後，食欲も割りとありましたが，皆様に感染するということで療養しており
ました。何がきっかけなのか分かりませんが，療養中に痛風をまたしても発症し，くるぶしの上の辺りが
痛いです。
皆様，インフルエンザはまだまだ流行っております。風邪かなと思ったら病院へ行ってください。15分
位でインフルエンザかどうかすぐに分かります。体調管理にはくれぐれもお気を付けください。
本日は18：30より第３回のクラブフォーラムもあります。出席予定の方はよろしくお願いいたします。
今週も「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」でお願いいたします。
幹事報告
１．本日，前年度の RI 第2690地区 2016－17年度 第８・９グループ合同 Intercity Meeting の報告書をポ
スティングしております。ご確認の程よろしくお願いいたします。
２．本日，松永光弘新会員，田中秀明新会員，津島伸章新会員の住所等記載の短冊をポスティングして
おります。会員名簿にお貼りください。
３．本日，18時30分より，第３回クラブフォーラムを岡山プラザホテルに於いて，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。
４．本日，RI 第2690地区 2017－18年度 第８・９グループ合同 Intercity Meeting のご案内をポスティン
グしております。ご確認の程よろしくお願いいたします。
５．本日，東京東 RC メークアップツアー及び研修旅行のご案内をポスティングしております。ご確認の
程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。
新会員へのバナー贈呈
国際ロータリー第2690地区201718年度ガバナー池上正様よりバ
ナーが届いており，藤井一也会長
より11月入会の新会員，田中秀明
会員へバナーの贈呈が行われまし
た。

協賛金贈呈「第47回少年はだか祭り」
一般社団法人 西大寺青年会議所 理事長 柴田潤哉 様と一般社団
法人 西大寺青年会議所 青少年育成委員会 委員長 神宝貴章 様の訪
問をいただき，藤井一也会長より協賛金の贈呈が行われました。ま
た，柴田理事長よりお礼のご挨拶がありました。

委員会報告
●親睦活動委員会 三垣日出人 委員長
新年特別例会では大変失礼をいたしました。明後日，帯江にてゴルフ同好会の例会を開催します。よろ
しくお願いします。また煩悩の会の例会の案内をレターケース，もしくは FAX，メールのほうでご連絡し
ております。ご参加予定の方はよろしくお願いいたします。
●広報委員会 堀善直 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「ロータリアン職業奉仕を語る」（７ページ〜）
特集「奉仕のパートナー ロータリー地域社会共同隊」（16ページ〜）
第46回ロータリー研究会リポート（21ページ〜）
「こころの遠足」100キロウォーク 小倉東ロータリークラブ（26ページ）
（縦組み）
「企業人の為の危機管理」（４ページ〜）
クラブを訪ねて「飯坂ロータリークラブ」（９ページ〜）
友愛の広場（13ページ〜）
「ロータリアンは災害時地域に何ができるか」臼杵ロータリークラブ
「次世代から教えられた」多賀城ロータリークラブ
ロータリー・アット・ワーク（22ページ）
「心はいつも故郷に」吉田昴城君ピアノ独奏会

SAA
●スマイル●
藤井
先週は，新年特別例会多数出席いただき，ありがとうございました。また長寿・年男の
皆様おめでとうございます。本当に寒いですが，体調に気をつけてくれぐれもインフル
エンザにも気をつけてください。
柴田，神宝（第47回少年はだか祭り実行委員会）
第47回少年はだか祭りご御協賛いただき誠にありがとうございます。皆様の思い出に残
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るような事業を目指しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
西大寺 JC が子供会陽のお願いに来られております。よろしく。
傘寿の祝いありがとうございました。チタンのタンブラー大切に使わせてもらいます。
①昨日は眞殿さん大変おめでとうございました。益々のご繁栄をお祈りします。 ②髙藤
さんお世話になりました。
古希の祝いをありがとうございました。
先週の新年特別例会は体調不良の為欠席させていただきましたが，古希の祝いに大変高
価なビアグラスをいただきありがとうございました。又，今夜のクラブフォーラムでカ
ウンセラーをさせていただきます。多数の出席をお待ちしております。点滴の時間があ
りますので早退させていただきます。
①先日は，古希の祝いをしていただきありがとうございました。時間が少なくしゃべり
足りませんでしたが，今後もよろしくお願いいたします。 ②本日の講師 藤岡真一先生，
飲み会の多い当クラブ会員のためによろしくお願いいたします。
数年に１度位しか落馬しないのですが，先週してしまいました。幸い受身をとったので
ケガはありませんでした。無事だったのでありがたくスマイルさせてもらいます。
①次年度の RI のテーマが「Be the inspiration（インスピレーションになろう）」に決まっ
たそうです。難しそうなテーマですが，しっかり理解したいと思います。 ②眞殿さんお
めでとうございます！
①先週新年特別例会でご長寿・年男のみなさまのお祝いがあり，お迎えになられた皆様
お健やかでありますように。その際藤井会長が早退され点滴の練習をさせていただき身
の引き締まる思いでした。（汗） ②眞殿会員，会長就任おめでとうございます。
①少年はだか祭り実行委員長 柴田潤哉様，事務局長 神宝貴章様，岡山東 RC へようこそ
お越しくださいました。 ②新年特別例会では，長寿・年男の皆様方，誠におめでとうご
ざいます。また，親睦活動委員会の皆様には，大変お世話になりました。ありがとうご
ざいました。
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。 ②岡山済生会病院
藤岡真一様，ようこそ岡山東 RC へお越し下さいました。卓話を楽しみにしています。
③髙藤さん，石井パスト会長，弘中さんには大変お世話になりました。
①先日は，とある病院で外出禁止を言い渡され新年特別例会を欠席してしまいました。
すみません。 ②明日のゴルフよろしくお願いします。
済生会病院 藤岡先生お忙しい中，来ていただきありがとうございます。わかりやすいお
話をよろしくお願いします。
①先日の囲碁同好会では北村同好会会長には大変お世話になりました。 ②髙藤さん，武
さん，先日はありがとうございました。石井パスト会長，美味しい日本酒ありがとうご
ざいました。
今日はドバイ出張のため欠席します。１月29日にシンポジウム関連として藤井会長が
RSK ラジオに出演して石田アナとスタジオで掛け合いをします。８時30分からですので
皆さん是非お聞きください。小生の腰は12時間のフライトに耐えられませんでした。
①少年はだか祭り実行委員会委員長 柴田様，事務局長 神宝様ようこそお越し下さいまし
た。皆様，少年はだか祭りをよろしくお願いします。 ②三垣委員長，親睦活動委員の皆
様，新年特別例会は大変お疲れ様でした。ありがとうございました。
柴田さん，神宝さん，ようこそ。今年も大変でしょうが，子ども達に夢と誇りを！
①藤岡先生，ようこそ。新しい知識を教えてください。 ②先日の囲碁大会２位になりま
した。まだまだです。
喜寿のお祝いをしていただきありがとうございました。もうしばらく頑張りたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
①新年特別例会では，喜寿のお祝いをありがとう。 ②眞殿さん昨日はおめでとうござい
ました。
新年特別例会では，米寿のお祝いをしていただきありがとうございました。次は卒寿に
向けて頑張ります。
眞殿様，前日は70周年のお祝いおめでとうございました。益々の発展を祈念いたします。
①昨日24日弊社敷島堂の会長に就任しました。その節には多くの人にお世話になりあり
がとうございました。 ②西大寺青年会議の件もよろしくお願いします。
新年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。
皆さん，新年あけましておめでとうございます。今年初めての例会出席となり失礼しま

した。皆様にとって今年が良い年でありますように，三友寺の本尊様にお祈りいたして
おります。何か良いことがあればご利益があったのだと思っていただければ幸いです。
合掌
佐々木
先般は還暦のお祝をしていただきありがとうございました。今後とも会員の皆様方と交
わりを重ねていけたらと思っております。よろしくお願いします。
横手
髙藤さん，先日はありがとうございました。
佐藤
第２回囲碁大会ご参加の皆様大変お世話になりました。つきに恵まれ優勝できました。
北村同好会会長，藤井会長ごちそうになりありがとうございました。髙藤さん，武さん，
内山淳さんお世話になりました。
友野
誕生日のプレゼントありがとうございました。耳かきを使用したら，右から左に筒抜け
になり妻の小言が聞こえ過ぎます。
日名
①髙藤さん，おいしい鍋と４月30日の予約ありがとうございました。友人に大きな顔が
できます！ ②藤岡先生ようこそ！ 楽しみにしてます。
黒住
家を出る時触り，疲れた時も触り，叱られてもひるまず触り，うっとうしいと言われて
も触り，外で触れば，家ではその倍触り，継続は力なり。嫁の尻を触り続けて30年，夫
婦円満な銀婚式を迎えました。
弘中
過日は，新年特別例会をはじめ，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。
神田
①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。 ②諸國先
生，母のことで大変お世話になりました。母も安心していました。 ③妻の誕生日のお祝
いありがとうござました。
辻
先週は親睦活動委員の皆様には大変お世話になりました。少々飲み過ぎてまして，家で
家内からお酒を控えるようにありがたいお言葉を頂戴しました。とても楽しかったです。
中井
この１月から事務所を移籍しました。心機一転頑張って参りますので，よろしくお願い
いたします。新しい名刺をポスティングさせていただきました。
土岩
結婚記念日のお祝いありがとうございました。
寺坂
眞殿さん，竹久夢二本舗敷島堂の会長ご就任おめでとうございます。昨日の「70周年感謝
の集い」素晴らしかったです。感動しました。今後の更なる御活躍を祈念しております。
田中
１月６日に社名変更しました。㈲田中鉄工所からタナカマシーナリー㈱に変わりました。
齋藤（信） 還暦のお祝いありがとうございました。
貝原
今週の月曜日から３日間，東京で展示会でした。雪にやられて来場者が少なくさびしい
感じでしたが，しっかり飲んで，荒稼ぎして帰って来ました。

42件 236,000円

１月25日のプログラム

「C型慢性肝炎の最新治療」

岡山済生会総合病院 肝臓病センター長
藤岡真一 様

近年肝臓病の診断と治療法は進歩が著しい。C 型肝炎の治療法も2016年９月以
後，様変わりしている。従来のインターフェロンを中心とした注射による治療か
ら，内服治療（DAA 治療）が可能となった。DAA 治療は，入院不要の内服治療で
あり，副作用が少なく治療効果も極めて高い。当院でも C 型肝炎患者約500例の
DAA 治療を行い，高齢者や肝細胞癌治療後の患者でも高率に C 型肝炎ウイルス排
除が可能となった。治療効果の指標となる SVR12
（治療終了後12週間 HCVRNA 陰
性が持続すること）
を検討すると，426例 /443例＝96.2% と極めて高率であった。C
型肝炎は治癒できる時代を迎えた。そういう意味で肝臓病は感染症
（肝炎ウイルス）
から生活習慣病の時代となった。肝臓病でもメタボリック症候群やサルコペニアが
注目を集めている。当院での治療成績や生活習慣病としての C 型肝炎に対する治療を講演させていただく。

第３回クラブフォーラム（1/25）
１月25日
（木）
18時30分より，岡山プラザホテルにて第３回クラブフォーラムが会員55名の参加により開催
されました。「クラブ奉仕活動について」をテーマに，カウンセラーに石井英行ロータリー情報委員，コー
ディネーターに藤井一也会長，パネラーに藤岡千秋クラブ奉仕委員長，三垣日出人親睦活動委員長，大澤

俊哉プログラム委員長，大塚学会報委員長，仁科恭一郎出席委員長，堀善直広報委員長がなり，各々発表
がありました。会員からは活発な意見があり，最後に石井英行ロータリー情報委員より，例会及び特別例会
出席率向上への取り組みや同好会の会計の統一化の問題提起などあり，盛況のうちに散会となりました。

［写真提供：神田豪 社会奉仕副委員長］

会場風景

カウンセラー
石井英行 ロータリー情報委員

コーディネーター
藤井一也 会長

パネラー
藤岡千秋 クラブ奉仕委員長

パネラー
三垣日出人 親睦活動委員長

パネラー
大澤俊哉 プログラム委員長

パネラー
大塚学 会報委員長

パネラー
仁科恭一郎 出席委員長

パネラー
堀善直 広報委員長

第６回ゴルフ同好会（1/27）
第６回 岡山東ロータリークラブのゴルフ同好会が
１月27日岡山ゴルフ倶楽部 帯江コースで開催されま
した。
車外の気温はマイナスのまま，グリーンは凍っ
て弾かれ，皆さん苦労されてましたが，和気あい
あいで楽しく開催されました。
 ［文章・写真提供：三垣日出人 親睦活動委員長］

（第６回例会）
優勝 土井 雅人
２位 日名 一誠
３位 佐々木 篤
ＢＧ 三垣日出人

優勝

会員
会員
会員
会員

OUT
44
55
41
45

土井雅人 会員

IN
49
53
43
37

GROSS
93
108
84
82

HDCP
18.0
30.0
5.0
0.0

２位 日名一誠 会員

「企業と子育てについてのシンポジウム」の宣伝

NET
75.0
78.0
79.0
82.0

３位

佐々木篤 会員

朝耳らじお 出演（1/29）

１月29日（月）午前８時30分より，石田好伸パーソナリティの「朝耳らじお」に出演して，２月11日（日）
開催の「企業と子育てについてのシンポジウム」の宣伝をして参りました。
多少なりともロータリークラブの公共イメージアップに繋がったのかなあ？と思っております。石田好
伸パーソナリティはさすがに上手でした。大変助かりました。初めてのラジオ番組への出演。良い体験が
できました。
石田好伸パーソナリティからのご伝言です。「大西直規さん，いつもお世話になっております」とのこと
でした。大西職業奉仕委員長，ありがとうございました。

［文章・写真提供：藤井一也 会長］

２月の月間行事予定
例 会 行 事
１日通常例会

８日通常例会

15日通常例会
22日通常例会


プ ロ グ ラ ム

平和と紛争予防・紛争解決月間
そ の 他 の 行 事

１日 ・第８回理事会
・お祝い行事
・第３回 I.D.M.
・
「イニシエーション・スピーチ」

田中秀明 会員
10日 ・第 ３回麻雀同好会「東風の会」
・
「地域包括ケアシステムについて」
（ロイヤル麻雀クラブ）

大澤俊哉 プログラム委員長
11日 ・職 業奉仕・社会奉仕合同事業
・
「未定」
「企業と子育てについてのシン
国立大学法人 岡山大学准教授・

ポジウム 乳幼児保育・学童保

日本放課後児童指導員協会 副理事長 中山芳一 様
育の現状と可能性〜保育のさら
なる充実を目指して〜」（さん
太ホール）
・
「職業奉仕にちなんで」

大西直規 職業奉仕委員長 17日 ・西大寺会陽「少年はだか祭り」
・
「イニシエーション・スピーチ」

松永光弘 会員，津島伸章 会員

２月の月間メニュー
１日通常例会
８日通常例会
15日通常例会
22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
・鰤シャブ鍋
（鰤 野菜 ポン酢紅葉卸し），小鉢（備長鮪と大根甘酢），御飯，フルーツ，コーヒー
・中華風牛肉と野菜の煮込み，ホーレン草万頭と焼売，御飯，中華スープ，ザーサイ，コーヒー
・ビーフカツレツ ポテトグラタン添え，ビーフカツ デミソースマスタード風味，大根と白菜のサ
ラダ，ライス，コーヒー

