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会 長 報 告 � 野上　泰造�会長

皆様、こんにちは。会長報告を申し上げます。

サッカー・アジアカップでの日本チームの快進撃が続いています。サッカーの歴史は紀元前の

ギリシャの壁画にも見ることが出来、大変古いものです。世界で最初にスポーツとして、共通ルー

ルを定め発足したのは、イギリスのケンブリッジ大学フットボウルクラブで１８４８年のことです。

その後エリートのスポーツとして全世界に広まって行きました。日本では１９０３年に東京師範学校に蹴球部が出

来たのが始まりです。サッカーは、時間に大変厳格なスポーツで、ロスタイムの最後の一瞬で決着する場合があ

ります。試合開始時刻は、必ず予定通り行います。

さて、日本人は世界一、時間に厳格だと云われていますが、このほど世界に約３６０社ある航空会社の中で、定

刻通りに離陸し、定刻通りに着陸する確立の順位が発表されました。１位は日本航空で９１％、２位は全日空で

９０．４％、その後はスカンジナビア航空、大韓航空、ホライゾン米国航空と続き、最後はギリシャのオリンピッ

ク航空で３６％です。

日本では、職場での始業時刻も正確ですが、フランスでは２０～３０分程度の遅刻は気にしないそうです。フラ

ンス人は「日本人は、始業時刻は正確でも、終業時刻は守られていない。予定の仕事をこなせば多少の遅刻や早

退は、問題では無い」とのこと。大きな国民性の違いがあるようです。

幹 事 報 告 � 古屋　光英�幹事

・ 和歌山東南ロータリークラブ創立４０周年記念ゴルフコンペが、３月２４日（木）有田東急ゴル

フクラブで開催されます。〆切は２月２８日になっていますので、参加される方は事務局まで

お申込み下さい。この日は当クラブの例会日です。メイキャップとなります。

・ 本日例会終了後クラブ協議会を７階にて開催致します。委員長が出席できない委員会は、副

委員長または委員の出席をお願いします。

●クラブフォーラム「世界社会奉仕」

●卓話「ロータリーのＷＣＳ活動について」�
　�２６４０地区世界社会奉仕委員会副委員長　寺下　卓さん

（海南東Ｒ．Ｃ．）　　
●ピアノ演奏
３６５日（Ｍｒ．ｃｈｉｌｄｒｅｎ）　Ｌｏｖｅ  Ｑ１０（金子　隆博）

本日の例会 � 2月3日（木）

●卓話「筆界特定制度について」
和歌山地方法務局　登記部門　総括表示登記専門官　高橋　悟さん

次回の例会 � 2月10日（木）

●卓話� 当クラブ名誉会員　駒井　則彦さん

●ロータリーソング 黒田　純一　ソング委員長
「いざ友よ」

●出席報告� 真野　賢司 出席副委員長
会員数  ５０名（内出席規定適用免除会員１１名）

1月27日（本　日） ３８名 ８２．６％
1月13日（メーキャップ後） ４３名 ９３．５％

前回の例会 � 1月27日（木）
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ク ラ ブ 名 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 2月3日（木） クラブフォーラム 「上半期活動報告・下半期活動計画」
和歌山南Ｒ．Ｃ． 2月4日（金） 会員卓話
和歌山中Ｒ．Ｃ． 2月4日（金） クラブフォーラム 「国際奉仕」
和歌山北Ｒ．Ｃ． 2月7日（月） クラブフォーラム 「世界理解月間に因んで」 ２６４０地区世界社会奉仕委員長　中野　一郎さん
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 2月7日（月） 卓話 「地域の景況と商工会議所の取り組み」 和歌山商工会議所中小企業相談室長　上田　賢司さん

  〃　　　経営相談課リーダー　野田　浩史さん
和歌山Ｒ．Ｃ． 2月8日（火） 卓話 「近大マグロ誕生までの苦労と今後の展望」 近畿大学　理事・教授・農学博士　熊井　英水さん
和歌山サンライズＲ．Ｃ． 2月8日（火） 　
和歌山西Ｒ．Ｃ． 2月9日（水） 休会
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 2月9日（水） ４０周年記念例会

三毛理一朗さん  駒井先生、よくお見え戴きました。クラブ定款
には名誉会員は例会のみならず、クラブの総ゆ
る会合に出席出来得るとあります。

  何卒クラブをお見限りなく時には尊顔拝眉叶う
ことを楽しみとしています。大歓迎です。

中村　靖男さん  久し振りの駒井則彦先生の卓話よろしく御願い
します。

内畑　瑛造さん  今日久しぶりの駒井先生の卓話たのしみにして
います。

野井　　晋さん  駒井先生、本日はお顔を拝し本当になつかしく
うれしく思います。感謝します。

村田　昌之さん 駒井先生の卓話に感謝して。
寺下　浩彰さん  久し振りに駒井先生のお元気なお顔を拝見して。
黒田　純一さん 駒井先生、本日卓話御苦労様です。
真野　賢司さん 駒井先生お久しぶりにお目にかかれて
 Ｖｅｒｙ　Ｈａｐｐｙ！！
中江　遵義さん  駒井先生、お元気そうで安心しました。
 今日はよろしくお願いします。
松田　洪毅さん  駒井先生ごぶさたです。
 本日のお話楽しみにしております。
岡野　年秀さん  駒井先生御無沙汰です。
 本日は卓話よろしくお願いいたします。

中野　幸生さん  本日卓話になつかしい駒井先生をお迎えし、
大変うれしく思います。企画して下さった方に
感謝致します。

谷口　文利さん  駒井先生、お会い出来て嬉しく思います。
 又、卓話ありがとうございます。
中山　恒夫さん 駒井先生をお迎えして。
笹島　良雄さん  駒井先生本日は御多忙中にかかわらずようこそ

御臨席頂き有難う御座いました。
宮本　和佳さん 駒井先生、本日の卓話たのしみにしています。
山野　武彦さん  駒井先生、御忙しい所御苦労様です。
 久方ぶりの先生の卓話楽しみにしています。
瀧川　嘉彦さん 駒井先生、卓話ありがとうございます。
吉田　篤生さん  駒井先生の卓話楽しみです。
 よろしくお願いします。
上中　崇司さん 駒井先生、卓話楽しみにしています。
野上　泰造さん  駒井先生お久しぶりです。
 今日はよろしくお願いします。
古屋　光英さん  駒井先生、ごぶさたしております。
 卓話よろしくおねがいします。
山本　進三さん  駒井先生、本日はおこしいただきありがとうご

ざいます。卓話楽しみにしています。
阪神タイガース応援団一同
 駒井先生、本日の卓話よろしくお願いします。

ありがとうございました

本日の累計  １８４，７５０円（計２３名 ２４件）（お誕生日お祝い ４０５，０００円  皆出席表彰 ４０，０００円  その他 １，５２７，８４０円）  累計額  １，９７２，８４０円
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3. 好意と友情を深めるか

本日、米山記念奨学会からの領収書２通お渡ししています。税法上の処理に必要です。今期か

ら２通発行されています。６，０００円の領収書は今期から発行されました。因みに、我がクラブは

普通、特別寄付金の総額が５４，６２３，８３６円となっています。いろいろ懸念される事もございます

が、確実に世界に貢献していますので、これからも法人の寄付も含めてご理解ご協力を宜しく

お願いします。

委員会報告

米山記念奨学会委員会� 村田　昌之�委員長

地区から、インターアクトクラブの海外研修が去年１２月２６日から２９日まで韓国であり、それの毎日新聞の

記事と写真が来ています。回覧します。

広 報 委 員 会� 谷口　文利�委員長

本日は懐かしい東ロータリークラブの例会にお招き頂き有難うございました。

久しぶりで皆さまにお目にかかれて旧交を温めることが出来ました。このような機会を与え

て頂いた会員の皆さまに心より感謝いたします。

さて、本日の卓話のテーマですが、いろいろ考えた末、今、私が取り組んでいる｢高次脳機能

障害のリハビリテーション｣について時間の許す範囲でお話したいと思います。

今、日本では約５０万人の高次脳機能障害患者がおられます。原因として脳卒中後が最も多く、次いで頭部外

傷後、脳手術後、神経変性疾患などがあります。人間は他の動物と異なり前頭葉が非常に発達しています。こ

の前頭葉は司令塔に相当します。ここが侵されると高次脳機能障害を起し易いのです。症状として運動麻揮以

外に記憶障害、行動・感情障害、注意障害、遂行機能障害、言語障害などです｡ 特に、前頭前野といわれる部

位は壊れると自発性が欠如します。その底部は眼窩脳と言い、壊れると人格の変化や知性の低下、多幸症やお

かしなことやふざけたことを言ったりします。また、罪の意識がなくなり、非道徳的・反社会的な行動を取る

ことがあります。

大脳のそれぞれの部位には特有の機能があります。運動機能はそれぞれ左右の前頭葉の最後部にあり、反対

側の手足を動かします。大脳半球は左右に分かれていて、右半球は劣位半球と言われてきましたが、意欲、空

間の認識、地理、描画能力、音楽・メロディなど重要な機能を司っています。左脳は優位脳と言われ、言葉を

卓　話

喋る．理解する、読み書き、計算、左右や指の認識などの機能があります。右は文系、左は理系脳と云えます。

この様に大脳には機能の局在が認められ・患者の症状を知れば脳の壊れている部位が診断出来ます。ＭＲＩな

どで壊れた範囲を知れば予後が推定出来ます。

これらの失われた脳機能を回復させる方法はリハビリテーションのみです。脳細胞は１５０億個ほどあり、そ

のうち日常生活に使われているのは高 ３々０～５０億個と云われています。その他は非常用で普段は遊んでいるの

です。これを働かせて壊れた細胞の代わりをさせます。繰り返して教える以外に方法はありません。そうする

と新たにネットワークが構築出来るのです。壊れた脳の周辺が最も重要になります。記憶障害、言語障害、認

知機能障害、行為障害など、患者の症状に応じて最も適した訓練方法を選びます。

私は診断と予後を説明し、訓練方法を指示、指導しています。喋れなかった失語症の人でも言葉で意思の疎

通が出来るようになります。片麻痺の人は約９０％が杖歩行で退院しています。

高次脳機能障害のリハビリテーション� 駒井　則彦�名誉会員

ロータリーの友誌 三毛　理一朗 会員

私は常にロータリーの友誌のタテ書きのページに興味を以って、大変有益な内容に感銘を残

し乍ら愛読しています。例えば今月号（２０１０年６月号）を例にとれば「曽祖父・ジョン万次郎」

曽孫の作家・中濱武彦氏が「ジョン万次郎」の生涯について詳しく述べています。近代文明夜

明けの偉人の一人として、目下ＴＶで坂本龍馬が話題を浚っておりますが、彼にも増して眠れ

る日本の近代化に身命を賄して貢献したのはジョン万次郎ではないかと知りました。彼の塾生

には大山巌・榎本武揚等輩出しています。是非のご一読を薦めます。

続いて東京ロータリークラブの記事がありますが。ご承知の通りメンバーは斯界を代表する

一流の知名人揃い。曽って私は昭和４３年７月の第一週に東京クラブへメーキャップしました。

計らずも日本より初めてＲ.Ｉ.会長に選出された「東ケ崎潔氏１９６８～‘６９」が「日本を出発に際

して」との記念卓話を聞ける貴重な経験をしました。会場内両サイドの壁際は報道陣の取材カ

メラがズラリと並び異様な緊張した例会風景でした。

各テーブルには着席者が各自クラブ名、職業と氏名記入の用紙があり、テーブルマスターが

その用紙にて同テーブルの人々を紹介して行き、ビジターに対し色々と気を遣って退屈しない

様話しかけてくれるのです。私如き地方の小企業者には平素では有り得べからざることで汗顔

恐縮の極みでありました。

コラム�


