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第2372例会

▲

本日のプログラム
お祝い行事
「インド寸描―ベンガルトラを探して」
山田泰照 会員

No.2217
４月12日のプログラム
「災害医療支援の実際〜急性期勤務医の視点から〜」
特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン
稲葉基高 様

例会報告（3/22）
出席報告
会員数 100名（内出席免除者13名）
出席者 76名（内出席免除者出席12名）
出席率 76.77％（前々回訂正後出席率93.94％）
ビジター ０名

お 食 事
牛テールと野菜の薬膳スープ，烏賊と野菜
の XO 醤炒め，御飯，ザーサイ，フルーツ

会長挨拶・報告
皆様こんにちは。昨日はゴルフ同好会の第７回例会がたけべの森ゴルフクラブで開催されました。寒い
雨の中，参加された皆様ご苦労様でした。末藤会員，優勝おめでとうございます。また，藤岡副会長には
色々お世話になり，ありがとうございました。次回第８回例会は，４月29日赤坂レイクサイドで４RC 合同
ゴルフコンペと同時開催です。多数のご参加，よろしくお願いいたします。
さて，３月18日に美作文化センターにおいて開催されました，第８・９グループの I.M. に多数の皆様と
一緒に参加してまいりました。岡山東 RC からは小橋青少年奉仕委員長より事例発表がありました。大変
すばらしい発表でした。週報にも奥野新会員が初めて I.M. に参加しての感想の中にも書かれておりますが，
まさにその通りの発表でした。
次年度の I.M. は，荒川パスト会長が第９グループのガバナー補佐として津山で開催予定ですので，皆様
ご参加の程，よろしくお願いいたします。
幹事報告
１．先日３月18日（日），美作文化センターに於いて開催されました第８・９グループ合同 Intercity
Meeting の登録キット一式を全員登録の為，持ち帰っております。当日欠席された方は，例会後出
口付近に置いておりますので，各自お持ち帰りください。なお，「もち麦」が入っております。
２．本日３月22日（木）17時より，「フレッシュ会員研修会」を開催いたします。フレッシュ会員皆様に
は，『クラブ活動・運営計画報告書』並びに「2016年 手続要覧」をご持参のうえ，出席をお願いいた
します。そののち18時30分より，「丹羽英喜ガバナー補佐訪問 第５回クラブ協議会」を開催いたしま
す。理事および役員，委員長皆様には同様に，『クラブ活動・運営計画報告書』をご持参のうえ出席
をお願いいたします。なお，フレッシュ会員の皆様には，引き続きオブザーバー出席をしていただ
きます。
３．次週３月29日（木）は，定款第８条第１節に基づきお休みとさせていただきます。なお，次回例会は

４月５日（木）です。
４．米山梅吉記念館より広報誌である「館報」が届きましたので，他クラブ週報とともに回覧いたします。
2018-19年度 米山奨学生カウンセラー委嘱状授与
ロータリー米山記念奨学会より，影山修司会員に2018－19年度 米
山奨学生カウンセラー委嘱状が届きましたので，藤井一也会長より授
与されました。

委員会報告
●社会奉仕委員会 渡邊修司 委員長
本日，例会終了後14時より，今年度の社会奉仕事業としまして，旭川荘に寄贈する枝垂れ梅の植樹式を
執り行います。参加予定の方は現地集合となっております。現地，旭川荘総合研究所の地図は本日ポス
ティングしておりますのでご確認の程，よろしくお願いいたします。
●写真同好会 写友「輪影」 松本崇 同好会運営幹事
本日，写友「輪影」親睦会のご案内を写友「輪影」会員の皆様にポスティングさせていただいておりま
す。日時は平成30年４月30日（月・振替休日）12時より行います。今年度も山田会員の山荘，黄鶴亭で行い
ますので，ご参加の程よろしくお願いいたします。
●麻雀同好会「東風の会」 横手典明 会員
「東風の会」第４回の遠征競技会を４月21日（土）
・22日（日）で行います。場所は米子で行う予定です。会
員の方には本日ポスティングしておりますので，４月４日までに回答をよろしくお願いいたします。

SAA
●スマイル●
藤井
３月18日の I.M. では，小橋青少年奉仕委員長の事例発表があり大変りっぱな発表で岡山
東ロータリークラブ会長として鼻高々な気分でした。小橋委員長ありがとうございまし
た。児島さんスマイルありがとう。
井上（一） 結婚祝いにメロンをありがとうございました。「52年もまぁやってきたもんだね」と笑い
ながら賞味しました。
更井
一昨日３月20日50回目の結婚記念日を迎えました。50年辛抱してくれた家内に感謝です。
荒川
先日行われました I.M. におきまして，ガバナー補佐としての正式なデビューを果たしま
した。今後の御支援をよろしくお願いいたします。尚，帰りのバスでの酒，おいしかっ
たです。
舟橋
次年度，職業分類，会員選考，会員増強合同委員会，また国際奉仕，ロータリー財団，
米山奨学会合同委員会には多くの方にご出席いただき，ありがとうございました。引続
き多くの委員会を開催させていただきますが，どうかよろしくお願い申し上げます。
藤岡
昨日終日雨の中たけべの森ゴルフ同好会が開催され，多くの人にお集りいただきありが
とうございました。
冨岡
先週，３月18日（日），美作での第８・９グループ合同 Intercity Meeting に於いて，岡
山東 RC を代表して小橋雅治青少年奉仕委員長による素晴らしい事例発表がありました。
ありがとうございました。また，ご出席の皆様方，お疲れ様でした。
内山（淳） ３月16日，次年度職業分類，会員選考，会員増強合同委員会，また３月19日，次年度国際
奉仕，ロータリー財団，米山記念奨学会合同委員会の初顔会わせを開催していただきまし
た。委員長をはじめ委員会メンバーの皆さま，今後とも何卒よろしくお願いいたします。
三垣
①先日は，美作での I.M. 大変お世話になりました。 ②昨日は，とても寒い中第７回ゴルフ
同好会に参加。７位と例のものいただきました。皆様お疲れ様でした。次回も頑張ります。
大澤
①藤井雅邦先生，お忙しいなか卓話をお引き受けいただきありがとうございます。 ②伊福
町外来センターの立体駐車場が本日オープンしました。長い間，御不便をおかけしました。
小橋
①昨日のゴルフ同好会で準優勝しました。ありがとうございました。 ② I.M. にて青少年
奉仕委員会の事例を発表させていただきました。皆様から大きな大きなプレッシャーを

かけていただき，緊張しました。今後人生の大きな壁があっても乗り越えていける自信
が付きました。「大きく」スマイルさせていただきます。
山下（和） 次期副会長の名をいただき，挨拶の練習をしております。大変ですが…。
仁科
雨の中のゴルフ楽しかった？？ ３位に久し振りになりました。同伴者に恵まれました。
藤岡理事長ありがとうございます。
木村
22日のゴルフ同好会へ出席の予定でしたが予報で雨と寒さのためキャンセルしました。
関係者の皆様御迷惑をかけました。
児島（道） 息子が結婚しました。早く来い来いお孫さん。
菅野
３月18日 I.M. 美作文化センター（バス移動）でご利用ありがとうございました。私，参加
できず申し訳ございませんでした。本日社用で欠席させていただきます。
横手
①藤井会長，I.M. ではお世話になりました。楽しい帰路のバスの中でした。 ②舟橋会長
エレクト，次年度の会お世話になりました。遅れてすいません！ ③赤松先生，ありが
とうございました。
末藤
昨日はゴルフ同好会例会にて１位になることができました。菅野さん，佐々木さん，冨
山さん同伴者のおかげです。ありがとうございました。
井上（英） 本日，旭川荘で梅の植樹式をしていただきます。ご都合がつきましたら是非おいで下さ
い。お待ちしています。
宮本
奥さんの膵臓の三回目の手術も無事終わりました。順調です。感謝の毎日です。
影山
今月は夫婦そろって誕生日のプレゼントを戴きありがとうございました。プレゼントの
耳かきで「耳掃除をしてくれ」とお願いしたら「無理」と言われました。現実はこんな
もんですね！
寺坂
先日の INTERCITY MEETING お疲れ様でした。藤井会長，帰りのバスの楽しい大宴会
開催ありがとうございました。小橋委員長，素晴らしかったです。
松永
① JCOB 会ありがとうございました。 ②今月は海外出張でお休みを２回いただきまし
た。すいません。 ③たけべの森ゴルフコンペにお誘いいただきありがとうございまし
た。 ④妻の誕生日（３月18日）と次女の卒業（３月19日）が有り，久しぶりに家族で宝塚で
食事会をしました。
貝原
年度末のバタバタで I.M. 欠席，申し訳ありませんでした。どれも３月末納期で受けたの
ですが，うちのクライアントは３月末イコール24日着の意味みたいで振り回されてます。

24件 143,000円

３月22日のプログラム

「膵臓癌について知ろう」

岡山済生会総合病院 胆膵内科主任医長
藤井雅邦 様

膵癌は近年急速に増加している疾患です。死亡数は年間３万人をこえ，癌死亡
順位では肝臓癌をぬき，現在肺癌，大腸癌，胃癌につぎ第４位となっています。
診断時には，遠くの臓器へ転移している場合が多く，難治癌の代表といえます。
膵癌の診療は，早期診断，治療が中心になります。肥満や喫煙，過度の飲酒，
糖尿病などは膵癌の危険因子であり，生活習慣を是正することは膵癌を予防する
上で非常に重要です。他に危険因子として，膵嚢胞や，近親者に多数の膵癌がい
る家族性膵癌などもあり，これらの危険因子を認識しておくことは早期発見のた
めに重要といえます。膵癌は早期に診断することが非常に重要です。１cm 未満
で膵癌を発見し手術した場合の５年生存率は80% 以上で比較的良好とされていま
す。早期診断のためには定期的な検診が大切です。特に危険因子を多数もつ方で
は膵臓専門医での精査がすすめられます。超音波，CT，MRI 検査や内視鏡などの医療機器の進歩により早
期に診断される膵癌も少しずつ増加しています。また治療面での進歩もみられます。手術技術の進歩だけ
ではなく，抗がん剤や放射線治療も進歩し，これらを併用することで手術後長期に生存される例もみられ
るようになってきています。さらに遠隔転移を伴う手術できない膵癌でも，これまでの抗がん剤治療に加
えて，多種類の抗がん剤を組わせた FOLFIRINOX 療法など新しい抗がん剤治療が開発され，生存期間の
延長がみられるようになってきています。
膵癌克服のためには今後も新たな診断法や治療法の開発が望まれます。また一般の方々に膵臓癌につい
て広く知っていただきたいです。

次年度国際奉仕・ロータリー財団・米山記念奨学会合同委員会（3/20）
３月20日
（火）
18時30分よりアークホテル岡山「あくら」に
て，舟橋会長エレクト・内山淳次年度幹事の出席をいただ
き，総勢13名で次年度国際奉仕・ロータリー財団・米山記念
奨学会合同委員会が開催されました。舟橋会長エレクトの
挨拶及びクラブ方針の発表に続き，次年度各委員長より挨
拶・委員会メンバーの紹介・委員会方針が述べられました。
2018－19年度クラブ方針である「親睦を深化し，一隅を
照らそう」に向けて，各委員からも積極的な意見が出さ
れ，和気藹々とした雰囲気の中，一致団結して各位事業の
成功を目指すことが確認されました。

［文章・写真提供：影山修司 会員］

第 7 回ゴルフ同好会（3/21）
３月21日（水）たけべの森ゴルフ倶楽部にてゴル
フ同好会第７回例会が開催されました。
あいにくの雨ではありましたが，藤井会長の
「楽しもうロータリークラブ，深めよう友情の輪」
のスローガンに，18名が参加して，楽しく賑やか
にゴルフ同好会コンペが行われました。
天候の影響もあり，珍プレー好プレーが出る中，
優勝は末藤達也会員，準優勝 小橋雅治会員，３位
仁科恭一郎会員，ベストグロス賞は三垣日出人会
員が獲得されました。皆様おめでとうございました。
第８回例会は ４RC 合同ゴルフコンペとして４月29日（日・祝）赤坂レイクサイドカントリークラブにて
開催されますので奮ってご参加の程よろしくお願いいたします。
最後になりましたが，同ゴルフ倶楽部の理事長でもあります藤岡千秋副会長にはご配慮と，多大な協賛
をいただきましたことをご報告し御礼申し上げます。ありがとうございました。

［文章・写真提供：福原弘之 会員］
（第７回例会）
優勝 末藤 達也
２位 小橋 雅治
３位 仁科恭一郎
ＢＧ 三垣日出人

優勝

会員
会員
会員
会員

末藤達也 会員

OUT
47
51
49
42

IN
54
54
47
41

GROSS
101
105
96
83

２位

HC
25
26
16
0

小橋雅治 会員

NET
76.0
79.0
80.0
83.0

３位

仁科恭一郎 会員

旭川荘総合研究所前への梅の記念植樹（3/22）
３月22日
（木）例会終了後14：00より , 社会奉仕委員会による昨年12月の「旭川荘クリスマスコンサート」
に続く事業として , 枝垂れ梅
（ピンク）
３本の植樹を旭川荘研究所周辺に行いました。これで石井年度の「東
風吹かばプロジェクト」で寄贈した紅白梅各３本とあわせて９本となりこれから , 紅白ピンクの彩でこの場
を賑わしてくれるのが楽しみとなります。植樹式では藤井会長の挨拶に続き , 仁木旭川荘副理事長から御礼
のお言葉を頂戴しました。その後 , 参加した24名の会員で記念撮影をして , 旭川荘側のご厚意により食堂に
て懇親会が行われました。井上英雄会員にはお気遣いをいただきましてありがとうございました。内山淳会
員には素晴らしい梅をご用意いただきありがとうございました。そして最後になりますが , 旭川荘関係者の
方々には , 会員のために寒い中 , 駐車場への誘導作業をしていただきまして心より御礼を申し上げます。皆様
のお蔭で大変素晴らしい植樹式となりました。

［文章・写真提供：渡邊修司 会員］

藤井会長の挨拶

仁木旭川荘副理事長の挨拶

東風吹かばプロジェクトの前で
仁木旭川荘副理事長・藤井会長・
渡邊社会奉仕委員長

藤井会長と仁木旭川荘副理事長
による植樹

懇親会での横山パスト会長の挨拶

お世話になった井上英雄会員

参加者全員で記念撮影

フレッシュ会員研修会（3/22）
３月22日（木）17時より岡山プラザホテルにて齊
藤ロータリー情報委員長，藤井会長，冨岡幹事及
び９名のフレッシュ会員が集い，フレッシュ会員
研修会が開催されました。研修内容は，ロータ
リーとは何かについてロータリー入門書を基に齊
藤ロータリー情報委員長から説明が行われました。
また，ロータリーの基礎知識や岡山東ロータリー
クラブの歴史などについて体験談も交えてお話を
いただき，活発な質疑も行われ，大変充実した研
修会となりました。 ［文章提供：中井拓司 会員］

丹羽英喜ガバナー補佐訪問 第５回クラブ協議会（3/22）
３月22日（木）18時30分より岡山プラザホテルにて，第５回クラブ協議会が丹羽英喜ガバナー補佐 梶原行
正随行者の訪問を受けて開催されました。藤井一也会長，冨岡正機幹事，各委員長より８ケ月間の活動状
況が発表され，フレッシュ会員９人もオブザーバー出席しました。丹羽英喜ガバナー補佐からは「残り３
カ月，藤井会長のもとでそれぞれのロータリーを変化をもたらしながら楽しんでほしい」との講評をいた
だきました。
この後の懇親会はガバナー補佐を囲んで和やかなムードで行われました。

藤井会長の挨拶

丹羽英喜ガバナー補佐と梶原行正随行者

各委員会の活動状況発表

オブザーバー出席のフレッシュ会員

質疑する福原弘之会員

協議会風景

懇親会

藤井一也会長の挨拶

丹羽英喜ガバナー補佐の挨拶

懇親会風景

齊藤直前会長の乾杯挨拶

藤岡千秋副会長の閉会挨拶

次年度青少年奉仕委員会（3/23）
３月23日（金）18時30分よりアークホテル岡山
「あくら」にて青少年奉仕委員会を舟橋次年度会
長，内山（淳）次年度幹事ご参加のもと，７名にて
開催されました。
冒頭，会長より次年度の運営方針が語られ，つ
づく和氣委員長より委員会の活動予定についての
説明があり，青少年奉仕委員会としての重責を確
認し参加者一同で情報共有いたしました。
懇親の場でも，終始笑顔絶えない，和やかな雰
囲気の中，盛会となりました。

［文章・写真提供：平井真也 会員］

次年度職業奉仕委員会（3/26）
３月26日（月）18時30分より「串揚 山留」にお
いて，職業奉仕委員会初顔合わせが，舟橋次年度
会長 , 内山（淳）次年度幹事のご出席もいただき総勢
８名で開催されました。
舟橋次年度会長の挨拶の後，菅野次年度職業奉
仕委員長から次年度の活動計画の説明がありまし
た。
その後はみなさん親睦を深め，最後に斉藤（良）
会員の中締めで盛況のうちに散会となりました。

［文章・写真提供：土岩剛志 会員］

次年度プログラム・出席合同委員会（3/29）
３月29日（木）次年度プログラム委員会・出席委
員会の第１回合同委員会が，「串揚 山留」にて開
催されました。
次年度舟橋会長，内山（淳）幹事，山下（和）クラ
ブ奉仕委員長にも出席いただき，渡邊（修）プログ
ラム委員長，池田副委員長と横田出席委員長，大
澤委員，寺坂委員，佐藤委員の総勢９名にて，次
年度委員会方針，活動計画について活発な議論が
行われました。
次年度のクラブスローガン「親睦を深化し，一
隅を照らそう」を語りながら，当クラブ創立50周
年の節目の年を成功裡に迎えるべく，真剣な議論をかわしました。

次年度社会奉仕委員会（3/30）
３月30日（金）18時30分より，「あくら」にて，
2018－19年度社会奉仕委員会が開催されました。
舟橋次年度会長挨拶及び次年度活動方針の説明の
後，神田次年度委員長から，委員会の事業予定，
事業方針の説明があり，委員会で事業内容につき
議論いたしました。その後，次年度委員のみなさ
んで親睦を深めました。
出席者：舟橋・内山（淳）
・神田・井上（英）
・大河
原・高橋・堀・冨山（敬称略）

［文章・写真提供：冨山直司 会員］

［文章提供：横田亮 会員］

囲碁同好会（4/1）
４月１日（日）に藤井年度３回目の囲碁同好会がアークホテル岡山にて開催されました。今回は，13名の
参加に加えて，荒川パスト会長，山下貴司会員も応援に来てくださり，盛会となりました。家族で参加し
ていただいた，大塚菓凛さん，楓香さん，恒太郎くんが会員を撃破する中，近藤会員が見事４連勝で優勝
し，勘藤会員が準優勝，仁科会員が３位となりました。囲碁同好会，初心者歓迎で新会員募集中です。ぜ
ひ，ご参加ください。
［文章提供：佐藤英明 会員］

優勝

近藤典博 会員

４月の月間行事予定
例 会 行 事
５日通常例会

12日通常例会

19日通常例会

26日通常例会

準優勝

勘藤晋 会員


プ ロ グ ラ ム

・お祝い行事
・「インド寸描―ベンガルトラを探して」
山田泰照 会員
・
「災害医療支援の実際〜急性期勤務医の視点
から〜」
特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン

稲葉基高 様
・
「血管と脳のアンチエージング」
岡山済生会総合病院 糖尿病内科主任医長
渡辺恭子 様
・
「中国の善悪」

米田弥寿雄 パスト会長

３位

仁科恭一郎 会員

母子の健康月間
そ の 他 の 行 事
１日
５日

・第３回囲碁同好会
・第10回理事会
・第４回 I.D.M.
３〜８日 ・第29回写友「輪影」展（天神山文化プ
ラザ第４展示室）
８日
・R 米山奨学生オリエンテーション・
歓迎会（岡山国際交流センター）
９日
・次年度会報・広報合同委員会（山留）
12日
・第４回クラブフォーラム
15日
・地区研修・協議会（岡山コンベンショ
ンセンター）
21・22日 ・麻雀同好会（米子）
22日
・おかやま西大寺マラソン
26日
・第２回被選理事会（割烹ままかり）
27・28日 ・東京東 RC メークアップ研修
29日
・４ RC 合同ゴルフ（赤坂レイクサイド
CC）
30日
・写友「輪影」懇親会（黄鶴亭）

４月の月間メニュー
５日通常例会
12日通常例会
19日通常例会
26日通常例会

・
（ミリオンダラーミール）
カツカレー，サラダ，ライス
・酢豚，小海老と大根餅の天ぷら，野菜の生春巻きサラダ，御飯，ザーサイ，中華スープ
・岡山寿司，真子と竹ノ子の煮物，吸物，デミコーヒー
・
（下町メニュー（肉ジャガ定食））肉ジャガ，厚焼き卵と塩鯖，スパゲッティサラダ，御飯，汁，
漬物，デミコーヒー

