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第2374例会

▲

本日のプログラム
「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

No.2219
４月26日のプログラム
「中国の善悪」
米田弥寿雄 パスト会長

例会報告（4/12）
出席報告
会員数 100名（内出席免除者13名）
出席者 81名（内出席免除者出席11名）
出席率 82.65％（前々回訂正後出席率90.00％）
ビジター ０名

お 食 事
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

会長挨拶・報告
皆様，こんにちは。暖かい日が続いて，だんだん過ごしやすい季節になりました。花粉症も私は少し楽
になりました。皆様はいかがでしょうか？
さて，写友「輪影」の作品展も無事終わり，272名ものご来場をいただきました。最終日の日曜日には，
各自の写真について津嶋顧問より寸評が述べられ，さらに表現の仕方，構図等のご指導もいただき，大変
良い勉強になりました。次回の作品展に向けてレベルアップしたいと思います。
まだまだ今年度の事業がたくさんありますが，最後まで「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」を
実践していきたいと思います。ありがとうございました。
幹事報告
１．本日18時30分より，第４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。
２．４月９日（月）６RC 幹事会が開催されましたので，出席してまいりました。
３．他クラブ週報を回覧いたします。
次年度幹事報告
本日，レターボックスに次年度会員名簿の校正のお願いをポスティングしております。ご確認の上，訂
正がない場合におきましても事務局迄，必ずご返信をお願いいたします。事務局より友野印刷さんへお渡
しした際の「変更なし」の確認でもありますので，よろしくお願いいたします。

委員会報告
●親睦活動委員会 土岩剛志 委員
５月24日（木）の新会員歓迎会と６月21日（木）のチャーターナイト記念特別例会の案内をポスティングし
ておりますのでよろしくお願いします。
●青少年奉仕委員会 小橋雅治 委員長
おかやま西大寺マラソンについて再度ご案内させていただきます。日にちは４月22日（日）西大寺緑化公
園・百花プラザに集合していただきましておかやま西大寺マラソンのお手伝いをさせていただこうと思っ
ています。内容としましては救護班，及び救護班のお手伝いです。急遽スケジュールが空いた方がいたら
ぜひ参加していただきたいと思っています。集合時間は７時45分に百花プラザのほうに来ていただければ
と思います。
●広報委員会 堀 善直 委員長
「ロータリーの友」４月号 主要記事のご案内
（横組み）
特集「夢を諦めない 約束を守ろう－ポリオ撲滅まであと少し－」（７ページ〜）
特集「メークアップのすすめ」（12ページ〜）
よねやまだより「次の50年に向けた記念すべき一歩に」（27ページ〜）
（縦組み）
「ダウン症の娘と共に生きて」金澤泰子（４ページ〜）
クラブを訪ねて「富山みらい RC」（９ページ〜）
友愛の広場（13ページ〜）
わがまちの味「アゴのときくずし」松江しんじ湖 RC
卓話の泉（20ページ）
私の一冊「人生の扉を開く最強のマジック」「現代アートが未来を描く」
ロータリーアットワーク（28ページ）
「子どもたちにスポーツのきっかけを」笠岡 RC
米山記念奨学金の授与
岡山東 RC は2018年４月１日〜2019年３月31日までの１年間，米山記念奨学生のチュ・イ・メイさんの世
話クラブとなっています。藤井会長より４月の奨学金が授与され，チュさんからお礼のご挨拶がありまし
た。

協賛金贈呈「おかやま西大寺マラソン」
おかやま西大寺マラソン実行委員会より，救護部門リーダー半田雄三様とコース・ランナー部門リー
ダー延原寛紀様のご訪問をいただきました。藤井一也会長より協賛金の贈呈が行われ，半田様よりお礼の
挨拶がありました。

SAA
●スマイル●

藤井

写真展で少し津嶋先生にほめられました。新しい米山奨学生のチュ・イ・メイさんが来
られました。皆様どうぞよろしくお願いします。

おかやま西大寺マラソン実行委員会
本日はお招きいただき，ありがとうございます。本年も多額のご協賛を頂戴し，心から
御礼申し上げます。当日もボランティアでご参加下さる方も大勢いらっしゃいます。朝
早くから恐縮ですが，よろしくお願いいたします。
石井

岡山丸の内 RC

半田会長エレクト，延原さんようこそ。

荒川

本日，OHK18時からのニュースに出ます。時間のあいている方は見てください。

舟橋

①次年度親睦活動委員会，会報・広報合同委員会には多くの方にご参加いただきありが
とうございました。よろしくお願いします。 ②丸の内 RC
岡山東 RC へ。 ③米山奨学生

半田会長エレクトようこそ

チュ・イ・メイさんようこそ。充実した一年を過ごされ

ることを祈念しています。
藤岡

①大西会員，佐々木会員，貝原会員，先日は大変お世話になりました。 ②米山奨学生
チュ・イ・メイさんようこそ！

冨岡

①おかやま西大寺マラソン実行委員会を代表して，半田雄三様，延原寛紀様，岡山東 RC
へようこそお越しいただきました。 ②先週，第４回をもって，本年度 I.D.M. がすべて終
了いたしました。延べ人数96名の参加をいただきました。ご参加いただきました皆様方，
本当にありがとうございました。また本日，第４回クラブフォーラムにも60名以上の参
加予定をいただいております。白熱する討論が楽しみです。

内山（淳） ①おかやま西大寺マラソン実行委員会

半田様，延原様，米山奨学生チュ・イ・メイさ

ん，ようこそ岡山東 RC へお越し下さいました。 ②誕生日のお祝いをありがとうござい
ました。 ③次年度会報・広報合同委員会の初顔合わせを開催していただきありがとうご
ざいました。メンバーの皆様，今後ともよろしくお願いします。 ④髙藤さん，近藤聡司
さん，大変お世話になりました。
三垣

丸の内 RC

半田様，延原様ようこそ。西大寺マラソンには参加できませんが，盛会を

祈ってます。
大澤

本日の卓話のスピーカーの稲葉先生が大分中津市の土砂災害の救援活動に行かれたため，
急遽代役をさせていただきます。十分準備もしておりませんので申し訳ありません。よ
ろしくお願いいたします。

大西

先週，今年初めてゴルフをしました。腰と手の痛みがなく，順調かと思いましたが，気
合の入り過ぎで仮歯がとれました。大たたきを予想していましたが，私なりには出来す
ぎの成績でした。お誘いありがとうございました。

諸國

①おかやま西大寺マラソン実行委員会

半田雄三様，延原寛紀様ようこそ。 ②米山留学

生，メイ様ようこそ。
小橋

おかやま西大寺マラソン実行委員会

半田様，延原様，お忙しい中ようこそ岡山東ロー

タリークラブへ。今回はありがとうございます。
山下（和） ① 半 田 さ ん ， 延 原 さ ん ， 西 大 寺 マ ラ ソ ン が ん ば っ て 下 さ い 。 故 郷 創 生 の た め に ！
②おいしいメロンが届きました。ありがとうございます。次年度副会長として各委員会
に出席させていただき，メンバーの方々の素晴らしさに感銘を受けております。いい男
の集団ですね。
根木
①半田さん，延原さんをお迎えして。 ②４月６日少しだけ良い事がありました。
菅野
髙藤さん先日はお世話になりました。
横手
髙藤様，先日はお世話になりました。
赤松
前回例会早退しました。すみません。誕生祝いをありがとう存じました。
日名
①先日は I.D.M. で，藤井会長おいしいお酒をありがとうございました。入会７年で
I.D.M. の意味もわかりました。 ②山田さん，舟橋会長エレクトもありがとうございまし
た。 ③横手さん，よろしくお願いします。
石原
おかやま西大寺マラソン実行委員会 半田様，延原様ようこそ。
神田
大西さん先日は大変，大変お世話になりました。また，大橋さん色々なお話楽しかった
です。ちょっと飲みすぎて失礼しました。
横田
髙藤さん，お世話になりありがとうございます。半田雄三さん，延原寛紀さん，お越し
いただきありがとうございます。
岡﨑
舟橋会長エレクト，山下（和）さん，内山（淳）さん，ありがとうございました。山田さん，
お世話になりました。
宮本
前回の例会でスマイルするのを忘れてました。山下先輩，奥さんの快気祝いにすばらし
い食事ありがとうございました。
影山
米山奨学生のチュ・イ・メイさんをよろしくお願いします。
辻
先週はお誕生日の耳かきをありがとうございました。お陰で人の声がよく聞こえるよう
になり，運勢が良くなりました。また，輪影展でも皆様に大変お世話になり感謝いたし
ます。
福原
①先日，娘の高校の入学式に出席してきました。娘の母校の制服姿を見て感無量でした。
３年間頑張ってほしいです。 ②浮田先生今度はオーケストラご一緒させて下さい。よろ
しくお願いします。
中井
お祝いのメロンが届きました。美味しくいただきます。
土岩
宗森さん，忙しいところ補修してくれてありがとうございます。
岩田
４月２日妻のバースデーのプレゼントありがとうございました。先週はお休みいただき，
来週も休みます。よろしくお願いします。
齋藤（信） ２人目の孫が生まれました。男の子です。週末会いに行く予定です。
貝原
昨日，大分からお客さんが来て夜飲みに行って，今日も二日酔いでスマイル発表してし
まい申し訳ありません。

32件 154,000円

4月12日のプログラム

「脂肪性肝疾患」

大澤俊哉 プログラム委員長

最近，C 型ウイルス肝炎が，抗ウイルス剤にて治癒されるようになり，肝疾患
において脂肪性肝疾患が大きな比重を占めるようになってきました。そこで，本
日は脂肪性肝疾患を中心に話をさせていただきます。まず，肝臓の働きを説明し
ます。栄養を担当する臓器であり，糖，タンパク質，脂質，ビタミンなど多くの
栄養素の分解，合成を行っています。よって肝臓が弱ると高血糖になったり，低
血糖になったり，タンパク質が不足して腹水がたまったりもします。また，低コ
レステロール血症やビタミン不足が起こることもあります。それでは，脂肪性肝
疾患にはどのようなものがあるでしょうか。アルコール性と非アルコール性に大

別されます。その違いは，アルコール性は肝硬変へ進行しますが，非アルコール性は肝硬変に進行しない
とかつては考えられていましたが，最近では非アルコール性脂肪肝炎と言う病態が判明して，肝硬変へ進
行する場合があることがはっきりしてきました。よって，アルコール性であろうが，非アルコール性であ
ろうが，脂肪肝を改善することは大切と言えます。
ロータリークラブの会員の皆様にも，過度な飲酒や過度な肥満には十分注意していただきたいものです。

第４回クラブフォーラム（4/12）
４月12日（木）18時30分より岡山プラザホテルにて第４回クラブフォーラムが会員60名の参加により開催
されました。「岡山東 RC 創立50周年について」をテーマに，カウンセラーに齊藤博臣ロータリー情報委員
長，コーディネーターに藤井一也会長，パネリストに岡山東 RC 創立50周年実行委員会 更井正人実行委員
長，同 石井英行幹事，同 諸國眞太郎総務委員長，同 髙山眞司式典委員長，同 武和志祝宴委員長，同 森元
幹雄接遇委員長，同 西下裕平記念事業委員長，同 若林宣夫記念誌編纂（記録）委員長，同 北村正発同好会
委員長がなり，各々現在の状況等の報告がありました。また，岡山東 RC 創立50周年記念事業委員会の佐々
木篤副委員長からデジタル案内看板についての説明と，同 井上和宣副委員長から岡山市ジュニアオーケス
トラ支援事業の説明がありました。最後に，齊藤ロータリー情報委員長より，会員皆さんは所属する委員
会を通して50周年に協力してもらいたいとのお話があり，盛況のうちに散会となりました。

コーディネーター

藤井一也会長

カウンセラー

齊藤博臣ロータリー情報委員長

パネリスト
（岡山東 RC 創立50周年実行委員会）

更井正人実行委員長

石井英行幹事

森元幹雄接遇委員長

諸國眞太郎総務委員長

西下裕平記念事業委員長

髙山眞司式典委員長

若林宣夫記念誌編纂（記録）委員長

武和志祝宴委員長

北村正発同好会委員長

岡山東 RC 創立50周年記念事業委員会 佐々木篤副委員長 同 井上和宣副委員長から岡山市ジュニアオーケストラ
からデジタル案内看板についての説明
支援事業の説明

会場風景

RI 第 2690 地区 2018 － 19 年度地区研修・協議会（4/15）
４月15日（日）11時より，岡山コン
ベンションセンターに於いて，国際
ロータリー第2690地区 2018－19年度
地区研修・協議会が開催され，鳥居
滋パストガバナー，荒川謙三次期ガ
バナー補佐，舟橋弘晃次期会長，内
山淳次期幹事，近藤聡司
（代理：菅野
正則 次期委員長）次期職業奉仕副委
員長，神田豪次期社会奉仕委員長，
安藤究真（代理：佐々木篤 次期委員
長）
次期国際奉仕委員，和氣伸吉次期
青少年奉仕委員長，事務局の光石紀
子さんが出席しました。
まず本会議で，末長範彦ガバナー
エレクトより2018－19年度 RI テーマ
「インスピレーションになろう
（BE THE INSPIRATION）
」
，RI 第2690地区スローガン「チャレンジしよう」
について基調講演があり，その後「部門別協議会」に分かれ，66クラブの次期クラブリーダーの皆さんと活
発な議論をしてさまざまなアイデアの交換がおこなわれました。次年度のクラブ運営に反映させ，皆様とと
もに取り組んで参りたいと思います。

［文章・写真提供：内山淳 副幹事］

