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2019-2020年度　国際ロータリーのテーマ 第21回例会

通算2862号　2019年12月10日（晴れ）第21回例会　会員数124名　列席79名　出席率72.90% 

点　　鐘　　旭　会長　

司　　会　　ＳＡＡ　田原会員

◇ロータリーソング「奉仕の理想」

◇本日のランチ　　ポークヒレカツサラダ添え

　煮物　小付　御飯　香の物　汁　フルーツ

ビジター紹介� 渡邉（有）会長エレクト�

◇来訪ロータリアン

　1名（１クラブ）　累計26,563名�

　桐生西ＲＣ　直前幹事　浦野幸子様�

�

　　　会長挨拶� 　旭　会長　

皆様、こんにちは。今月のロータリー月間は

「疾病予防と治療月間」です。インフレンザが流

行しはじめているようですので健康にご留意くだ

さい。

一昨日、ＲＬＩの３回目が終了致しました。太

城パストガバナーが力を入れているロータリーク

ラブの事業です。本年度は４人の方に参加して

もらいました。来年はRLIのグループディスカッ

ションのリーダーにも当クラブから推薦し、2550

地区のリーダーを作っていく必要があります。先

週、渡邉（有）年度の理事役員、委員長が決まり

ました。60周年に向けて是非頑張っていただき

たいと思います。本日はイニシエーションスピー

チです。卓話を拝聴して是非、会員同士の親睦を

深めてください。

◇Ｒ財団より表彰

＜マルチプルＰＨＦ＞

　旭　英幸会員（６回目）

◇（Ｒ）米山記念奨学会より表彰

＜米山功労者＞　

　メジャードナー　宮下　浩会員（28回目）

　マルチプル　　　旭　英幸会員（８回目）

幹事報告� 山中幹事　

◇12月17日（火）は年忘れ親睦家族例会。

◇12月24日、31日は定款第8条第1節（Ｃ）に

よる休会。

◇第３グループＡＢ合同IMは2月20日（木）東

武グランデにて開催。ホストクラブは90ＲＣ。

◇昨日、ＲＬＩパート３が開催され、渡邉(有)

会長エレクト、田原次年度幹事、塚越会員、飯

泉会員が卒業。来年も４名の受講をお願いしま

す。

◇宇都宮少年剣道大会より協賛の礼状届く。

◇本日18時30分～�パレットにて　旭年度第５回

定例理事・役員会開催。

委員会報告

◇スマイルボックス委員会� 田原ＳＡＡ代読

桐生西ＲＣ　浦野幸子様

山中幹事様、やっとロータリークラブでお

会いできました。本日はよろしくお願いします。

入江　武会員

12月８日の大人の休日ゴルフで優勝出来まし

た。次回も頑張ります。

◇出席委員会� 飯泉委員長

＜皆出席表彰・11月分＞

連続48年�� 伴������清会員

連続33年�� 鳥居利一郎会員

連続23年�� 秋元　吉博会員

通算12年�� 稲見　京二会員

連続�９年� 山中　和弥会員

連続�６年� 鈴木　　明会員

連続�５年� 清水　秀修会員

◇ローターアクト委員会� 松山委員長

作新学院大学ローターアクトクラブ（10/2

認定）から記念誌届く。希望者はお持ち帰りを。



◇親睦委員会� 鈴木（明）委員長

12月17日（火）は年忘れ親睦家族例会。お

時間に余裕を持ってお越しください。

会員卓話　イニシエーション・スピーチ

原　賢一会員

皆さん、こんにちは。今年

1月に入会させて頂きました

原賢一と申します。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

私は千葉県の銚子市で生ま

れ、父親が銀行員ということ

もありまして、小学校で３回、中学校で２回の転

校という経験をいたしました。高校は茨城県の高

校に進学して、大学と大学院は東京に進学をして、

観光学を専攻いたしました。今は行っておりませ

んが、実家は代々刀鍛冶屋という事もあり、ス

ポーツは野球やサッカーもやりたかったのですが、

剣道一本で進んで参りました。東ロータリークラ

ブでは野球部に入部し日々ご指導を頂戴しており

ます。在学中はハワイに留学しておりまして、日

本の観光客の方をホテルや観光地にご案内するア

ルバイトをしていました。どこの国が良いか、と

聞かれた時に、やはり日本が一番いいのでは、と

思いました。日本に多くのお客さまが来てもらえ

る、そして、素晴らしい日本を見て貰いたい、と

思いました。就職では航空会社と旅行会社に受

かったのですが、素晴らしい日本を是非見てもら

いたい、という気持ちから、旅行会社に就職しま

した。都内で修学旅行や公務、法人団体、イベン

ト事業などを経験しまして、やっと地元の栃木県

に７年前に戻って参りました。貸切バス事業、旅

行事業、福祉タクシー事業と運営しています。イ

ベント事業では、宇都宮、そして栃木県がもう少

し観光を頑張って欲しいということで、ＪＲと

タッグを組んで1人でも多くのお客様が来て頂け

るように、一歩一歩ではありますが、取り組んで

おります。名誉ある宇都宮東ロータリークラブで

先輩方にご指導をいただきながらやってまいりま

すので、よろしくお願いいたします。

野添將嗣会員

　今年２月に入会させてい

ただきました野
の

添
ぞえ

將
まさ

嗣
つぐ

です。

栃木県では聞き慣れない苗字

ですが、父親の親が熊本の方

の出身です。名前の將嗣も珍

しいのですが、母方の伯母が

最初「たかし」という名前で

出生届けを出したのですが、「そんなのはだめだ、

これにしろ」と、將嗣になりました。一度覚えて

いただけると忘れないと思います。家は健康の森

の方で、会社はスポーツゾーンの近くで西川田

にあります。仕事の内容は、電話関係、LAN設備、

インターホン、テレビ共聴、放送設備、自動火災

報知設備や建物に関しての細かい設備等、させて

いただいています。お客様のところにいくとあち

らこちらからロータリーのお誘いがありました。

相馬社長のところで誘いがあり、「いいですよ。」

と言った次の月にはこちらに来ていた、というス

ピーディーさがあり、名誉ある宇都宮東ロータ

リークラブに入会させていただくことになりまし

た。入会前は、社長様やお医者様が多く、しり込

みをしていましたが、皆様温かい方ばかりで、い

ろいろと教えてくれることが多く、私も覚えるこ

とが沢山あり、この後もずっと続けていけると思

います。

趣味はバイクなのですが、盗難が怖くて奥にし

まってあり、段々と歳とともに出すのがおっくう

になり、月に１回、年に１回乗るかな、という位

に乗らなくなってしまいました。バイクが趣味の

方がいらっしゃいましたらお声をかけていただ

ければと思います。最近はＪＡＺＺが好きにな

り、ＪＡＺＺを聴くことが多くなりました。釜川

沿いにはＪＡＺＺバーが多いのでいろいろなとこ

ろに１人で行ったり、友達を誘って行ったりして

います。雰囲気が良く、居酒屋でわいわいした後

にゆっくりと静かな音楽が流れたところで自分一

人の世界に浸れます。お誘いいただければと思い

ます。今後共、皆様のためになるように、ロータ

リークラブのためになるように、精一杯頑張って

いきますので、是非とも、よろしくお願いいたし

ます。

大塚　稔会員

皆様、こんにちは。私が

医師になって43年を費やし

てきたことは、医療、医業

に関しての事しかありませ

ん。これからも頭脳と体が

許す限りこの道を邁進して

参りますので、私なりの切

り口で医療に関しての話をいたします。検診につ

いて、どういった先端医療があるのか、そして、

そういうものを受けて我々は何を考えていったら

良いか、を順にお話ししたいと思います。

皆様が毎年受けておられる定期検診、人間ドッ

ク、血液検査は労働安全衛生法上、年に１回の検

診を義務付けられております。費用は３～５万円

と決して安価なものではありませんので、是非、

－ 2－



結果に関しては注意を払って、十分に活用して

いただきたく存じます。中年以降の多くの方々

が問題となるのは、脂質代謝系の異常、高コレ

ステロール、高中性脂肪、高LDLコレステロー

ル血症、高γＧＴＰ等でしょう。脂質系の値は

高くてはだめなのですが、脂質は摂らなくては

だめです。今、認知症で話題になっていますが、

大脳組織の60％は脂質なのです。女性の認知症

患者が男性に比べて多いことは内閣府の高齢者

認知症の男女比を見ると明らかです。昔から日

本人は女性の方が脂質系のものを摂る機会が少

なかったのではないかと考えます。今はそんな

ことはありません。女性の脂肪摂取の増大によ

り認知症の男女比は将来において1対1になるこ

とと思います。脂質系の原料となる物は脂肪酸

で、三大栄養素（糖質、タンパク質、脂質）の

一つ、脂質を構成する成分です。脂肪酸は大き

く分けると、トランス脂肪酸、飽和脂肪酸、一

価飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸に分類されま

す。このうちトランス脂肪酸は極力摂取せずに、

一価飽和脂肪酸であるオメガ９系、多価不飽和

脂肪酸（オメガ６系、オメガ３系（魚に豊富））、

魚類から摂れる脂肪酸を摂るようにしていただ

きたいと思います。一方、脂肪摂取が増えたこ

とにより、日本の乳癌患者の数は恐ろしく増え

ております。脂肪の摂取の仕方には注意が必要

です。加えて、アルコールの摂取について、最

新のニューイングランドジャーナル誌に、少量

でも体に有害であると論文が発表されておりま

す。正しいか否かは別として、過剰摂取は中性

脂肪値を上げ、血管を傷つけます。この損傷が

大脳内や冠動脈内にあるときは、大変危険な状

態になります。十分に気を付けて下さい。癌検

診においては、近未来で遺伝子検診となってい

くことは明白であります。現在でも自費での検

査は可能であり、おおよそ60万円の費用がかか

ります。素晴らしい時代となってきております

が、ある意味分かりすぎて恐怖でもあります。

私は40年間手術における技術の向上を生き

がいとして日々生きて参りましたが、益々その

技術内容は高度で巧妙なものとなっており、メ

スをおいて数年経つと、残念ながら手術の世界

へ戻ることは出来ません。それでもこれから手

術を受ける方へのアドバイスはできます。まず、

骨折手術。骨粗鬆症に伴なう手術です。骨粗鬆

症にならないように、骨を強くして、なるべく

骨を折らないようにして下さい。しかし折って

しまったら、速やかに手術を受けましょう。早

ければ早いほど、筋力の低下を来すこと無く社

会復帰が迅速にできます。脊椎も今やほとん

どが内視鏡手術です。正確に低侵襲でできます。

長期間のベットレストも無くなりました。壊れ

てしまった関節は人工関節手術の適応になりま

す。体に適合し長時間の摩耗にも耐える新素材

の開発がそしてロボットがこの手術を支えてく

れます。さらに先端治療としてのＰＬＤＤレー

ザー治療やCatherter� embolization、これは抗

生剤粒子による一過性の塞栓術です。疼痛部位

に広がる網状の血管増殖に対する塞栓術で、保

険適応になっていないため自費診療となり、30

万円かかります。先端医療として認定されれ

ば、保険会社の先端医療給付が有効です。その

他、眼科領域での抗ＶＥＧＦ薬療法（月1回ル

センティス）。これは抗血管新生薬であり、網

膜の下の脈絡膜から血管が伸びて網膜の下や上

に出血するのを防ぎ視力の障害を防ぎます。癌

の世界では免疫チェックポイント阻害剤として

のキートルーダ、オプジーボの出現が癌治療に

画期的な変革をもたらしました。あくまでも自

己の免疫を阻害する癌細胞由来の物質を阻害す

る薬剤ですので、自分の免疫機構がしっかりし

ていることが前提であります。一方、世界保健

機構（ＷＨＯ）の提唱で「運動器の10年」とい

う運動機能障害から開放され、終生健やかに身

体を動かすことができる社会の実現を目指した

運動が行なわれています。要介護、要支援にな

る原因の20 ～ 30％は運動器の疾患に起因しま

す。そのため運動器疾患を予防することが要介

護、要支援者を減らし、高齢者の「生活・人生

の質（Quality� of� Life,QOL）」を高めることに

つながります。整形外科医が力を発揮する分野

でもあります。いずれにしても痛みに関しても

運動器に関しても、先端医療がどんどん進歩し

ています。手術を受けるに際しては情報を集め

てください。

最後に検診をしっかりと行ない治療し、早期

に疾病を見つけ難病の癌を克服して、運動器疾

患を予防する。そして生き残って何を行うか。

そこが生きていく上での最大の課題であります。

そこで登場するのがロータリー憲章であります。

「どこで会ってもやあと言おうよ～ローローロー

タリー」「力むるところは�向上奉仕」というこ

とで、ロータリーの奉仕の精神のもと、我々は

与えられた命を、人々のために有効に使ってい

かなければなりません。ロータリーは万歳であ

ります。
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