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和歌山東ロータリークラブ
創立／1959年2月23日

例会場／ルミエール華月殿　和歌山市屋形町2-10   TEL（073）424-9392　例会日  木曜日  12時30分
事務局／〒640-8142 和歌山市三番丁6関西電電ビル5Ｆ   TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
会報・広報委員会　嶋   弘伸　 古屋  光英　 笹島  良雄　 武田  慎介　 吉田  篤生　

市
内
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
情
報

●卓話「景観条例と広告条例」
� 当クラブ会員　古屋　光英さん

●卓話「気をつけたい目の病気について」
� 当クラブ会員　黒田　純一さん

●ロータリーソング 野上　泰造さん
「奉仕の理想」

ビジター紹介� 山野　武彦 親睦委員
田辺はまゆうＲ．Ｃ．南　憲男さん

●出席報告� 田原　久一 出席副委員長
会員数５３名（内出席規定適用免除会員９名）
５月１４日（本　日） ３３名 ７５％
４月３０日（メイキャップ後） ４３名 ９７．７％

前回の例会� 4月14日（木）

次回の例会� 5月28日（木）

本日の例会� 5月21日（木）

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ ５月２１日（木） クラブフォーラム「Ｉ．Ｄ．Ｍ．」
和歌山南Ｒ．Ｃ． ５月２２日（金） 卓話
和歌山中Ｒ．Ｃ． ５月２２日（金） 卓話 「地球温暖化と病気」 久保　邦臣会員
和歌山北Ｒ．Ｃ． ５月２５日（月） 例会変更
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ５月２５日（月） グループ別Ｉ．Ｄ．Ｍ．報告
和歌山Ｒ．Ｃ． ５月２６日（火） 卓話 「和歌山の活性化」 和歌山大学学長　小田　章さん
和歌山西Ｒ．Ｃ． ５月２７日（水） 例会変更
和歌山東南Ｒ．Ｃ． ５月２７日（水） 例会変更

●卓話「中山恭子先生と拉致問題」
� 当クラブ会員　野井　晋さん

●お誕生日お祝い
名手　　功さん  ５月５日 谷口　文利さん  ５月７日
田中　完児さん  ５月１９日 岡野　年秀さん  ５月２５日

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
コンドルは飛んで行く（ＪＯＲＧＥ　ＭＩＬＣＨＢＥＲＧ）
センチメンタルジャーニー（Ｂ．Ｈｏｍｅｒ）

５月１１日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　寺下　浩彰 / ５月１１日（月）　海南東Ｒ.Ｃ.　糟谷　元春
５月１３日（水）　和歌山西Ｒ.Ｃ.　森川　宏昭

メーキャップ状況

八幡　建二 会長

　皆さん  こんにちは。先般はライラへのご参加、ありがとうございました。

　２１年度補正予算案が通ったということを新聞に書いておりましたが、私が最も関心を持っておりまし

たのがエコアクション、家電製品のエアコン、冷蔵庫、地デジのテレビを買うとポイントで還元されるとい

うもので、特に地デジのテレビを買う方は４６インチ以上のテレビを買えば３６,０００ポイント、プラス下取

りのテレビを出すと３,０００ポイントということで３９,０００円ほどの還元がされるということです。これは明日から適用され

るらしいです。明日以降来年の３月までに買われる方は是非領収書、保証書をおいておくと、商品券なのか何かはわか

りませんが還元されるようです。

　私は自動車業界に身をおいておりますが、１３年以上乗っておられる乗用車を国産乗用車に買い換えると（買い替え

る車によりますが）２５万円の補助が出るということでございます。また、国産排ガス規制車種ですと車種によっていろい

ろ違いますが税金が安くなるそうです。車を買われる方は十分研究された方がよいと思います。

　以上、会長報告を終わります。

会 長 報 告

前田　成蔵 幹事幹 事 報 告

　リアチュウさん、本当におめでとうございます。これからもがんばってください。

　・ＪＣニュース......................................................................................................回覧

　・こばと学園便り.................................................................................................回覧

　・ガバナーマンスリー..................................................................................................................回覧

　・第１０回　ロータリー日韓親善会議のご案内

　　　開催：９月４日、５日　ソウル　　　締切：７月１７日

　・ロータリー情報集　最新版のご案内　１冊　１,５００円

　・地区大会、次年度地区協議会への参加のお礼状

　・新旧合同クラブ協議会開催のご案内.......................................................................................配布

2009年  5月21日（木）  週報 / VOL.50 No.42（通巻2405）に にこ こ 箱 ありがとうございました

南　　憲男さん  お世話になります。エレベーターから奉仕
の理想を唄いながら入って来ました。

藤田　昌宏さん 気候不順の折、皆様お身体ご自愛下さい。
山東　勝彦さん  第４回Ｉ.Ｄ.Ｍ.が本日より始まります。ご出席

の程よろしくお願いします。
山東　勝彦さん 黒田先生、卓話楽しみにしています。
村田　昌之さん 黒田先生のお話を楽しみにしています。
黒田　純一さん 卓話をさせていただきます。
谷口　文利さん  今日から次期の親睦事業が始まりました。

宜しくお願いします。
中山　恒夫さん 申し訳ありませんが、早退させて頂きます。
岸裏　廣澄さん 心、和らぐことを経験しました。
武田　慎介さん  本日、Ｉ.Ｄ.Ｍ.第４班を東急インにて開催致

します。
 ご出席の程よろしくお願い致します。
阪神タイガース応援団一同
  アーア、タイガース３番、４番、５番ガンバレ！！
八幡　建二さん 黒田先生、卓話ありがとうございます。

前田　成蔵さん  黒田先生、本日の卓話ご苦労さまです。 
よろしくお願いします。

樫畑　友洋さん 黒田先生、卓話楽しみにしています。

〔皆出席表彰〕
野上　泰造さん １０年皆出席 前田　成蔵さん  １年皆出席
名手　　功さん  １年皆出席 谷口　文利さん  １年皆出席

 本日の累計  ７６，４５０円（計１４名　１８件）（お誕生日お祝い  ６８９，０００円　皆出席  ２１０，０００円　その他  ２，５５７，６５８円）  累計額  ３，４５６，６５８円 

（田辺はまゆうＲ.Ｃ.）

おめでとうございます！
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2. みんなに公平か

　来年のことを言うと鬼が笑うと申しますが、是非来年度は皆さんが笑うような親睦委員会にしたいと思

います。

　「２００９年最大の天文ショウ　皆既日食観察ツアー」のご案内です。今年の７月２２日、屋久島から奄

美大島の間の地点で皆既日食があるということで、こういう機会は何十年に一度のチャンスであります。

次が２０３５年ということで今回無理を申しまして是非一緒にご参加いただきたいと思います。非常に人気が高くて飛行

機や船、旅館などがかなりタイトな状態です。５月２１日までに申し訳ございませんがお申込をお願いしたいと思います。

性別、年齢など飛行機の予約に必要です。また読み難い漢字であれば読み仮名がありますとありがたいと思います。皆

様のご参加をよろしくお願いいたします。

山本　進三 次期委員長

　こんにちは。来週の５月２１日、和光院に訪問したいと思います。こばと学園の子供たちと新南のママ

さんコーラスとご一緒に慰問となっております。それに際しまして石鹸、タオルなどが好ましいのですが

ご家庭で不要なものなどありましたらお持ちいただきたいと思います。参加およびお持ちいただくものの

締切を５月２０日としております。ご協力をお願いいたします。以上です。

岡野　年秀 委員長高 齢 者 委 員 会

次 期 親 睦 委 員 会

　３０日の土曜日、親睦のボーリング大会を開催予定でございます。ラウンド１の２階の受付で１５：３０集

合ということで、豪華景品をご用意しておりますので、ご家族、大勢の方のご参加をお願いいたします。

野上　泰造 委員長親 睦 委 員 会

委 員 会 報 告

◎　白内障（白そこひ）

　カメラでいうとレンズにあたるのが水晶体で、水晶体のたんぱく質がにごるのが白内障です。原因の

ほとんどが加齢によるもので、５０歳で約５０％、７０歳をこえると約８０％の人に白内障が見られると言わ

れています。現在１年間に約６０万件の白内障手術が行われています。初期症状は目がかすむ、まぶしい、ぼやけると

いったものです。治療は手術が基本で、手術の時期は日常生活に不自由を感じた時と説明しています。最近は外来で

も手術が行われていますが、体に重篤な病気を持っていれば入院で行っています。手術方法は現在、「超音波水晶体

乳化吸引術」で濁った水晶体を取り除き、その後に眼内レンズを入れるのが主流です。手術時間は１０分～２０分程度。

合併症のひとつに後発白内障があり、その場合レーザーで切開します。数千人に一人に眼内炎が見られるので、あまり

安易な気持ちで手術に望むのは禁物です。

◎　緑内障（青そこひ）

　視神経が侵され、視野が欠ける病気です。目の中で房水と呼ばれる水が作られており、その排出障害の為、目の圧

（眼圧といいます）が上がり、視神経が傷害されるとされていましたが、近年眼圧が正常でも緑内障の人が多いことが

わかってきました。最近の調査では４０歳以上の２０人に一人にみられ、推定患者数は２００万とも３００万とも言われてい

ます。しかし、８割の人は自分で気がついていないこともわかり、現在失明原因のトップになっています。症状として、慢

性のものは自覚症状はほとんど無く、知らない間に進行していることがあるので注意が必要です。治療は眼圧のコント

ロールのみで、薬物治療で効果がなければ手術をします。４０歳を過ぎれば年に一度は定期検診を受けることをお勧め

します。

◎　網膜剥離

　カメラでいうとフィルムにあたるのが網膜です。その網膜がはがれる病気で、年間約１万人に一人に発症すると言わ

れています。症状は視野欠損、視力低下で、前駆症状として飛蚊症、光視症があります。飛蚊症の自覚した人の６～

１９％の人に網膜に裂孔が見られたとの報告があります。手術的治療が必要ですが、早期に見つかれば手術も軽くてす

むので、前駆症状があれば眼底検査を受けることをお勧めします。

◎　糖尿病性網膜症

　糖尿病人口は２００７年の統計では「糖尿病が強く疑われる人」が８９０万人、「糖尿病の可能性を否定できない人」が

１，３２０万人で、合わせて２，２１０万人といわれています。糖尿病患者の約２３％に網膜症がみられ、網膜に毛細血管瘤、

出血、白斑、新生血管が出現します。ほうっておくと硝子体出血や網膜剥離をおこして失明にいたり、現在年間３，０００

名をこえる高度視覚障害者が出ています。治療は網膜症の初期に血糖の厳密なコントロールをすることが大切で、網膜

症が進行すれば光凝固術を行い、網膜剥離や硝子体出血をおこせば硝子体手術が必要になります。糖尿病といわれた

ら必ず眼底検査を受けて下さい。

卓　  話

黒田　純一 会員気をつけたい目の病気について
 米山奨学生　李　亜涼さん

　皆さん  こんにちは。先週の木曜日、自分の初めての研究の論文がアクセプトされたことがわかりまし

た。そして私は博士学位ができるようになりました。このいいニュースを皆さんに報告したいと思います。

これから患者さんの病気を治すためにがんばりたいと思います。本日はありがとうございました。

ご 挨 拶


