
 
 
 
 
 
 
 

第 1570 回例会 21 年 4月 27 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．ビジター紹介      
  泉佐野RC 大工 貞晋様 

４．出席報告  

会員総数69名 出席者数46名 出席免除会員1名 

  出席率 66.67％ 前回修正出席率 73.91％ 

 

５．会長スピーチ      会長 宮田 貞三君 

 皆様今日は。 
 本日の卓話は魚谷

さんの認知症の予防

についてです。後程

よろしくお願いしま

す。 
 4月26日、地区大会

に大勢の会員の皆様、

出席頂き有難うござ

いました。衣笠祥雄

氏の、プロ野球人生

23年間で学んだ「限りなき挑戦」の講演を聞きまし

た。好きな野球を続ける為には、大きな夢を持ち、

基本に忠実に、そして一日一日精一杯悔いの残らな

い練習を続け、自分らしさをグラウンドで表現する

事が世界記録につながったと言われました。私の任

期も残り2ヶ月となりましたが、ロータリーの今年

のテーマ「夢をかたちに」を実現するために一日一

日精一杯務めさせて頂きます。 
4月は雑誌月間です。ロータリーで一番大切な事

は例会に出席する事です。自分達のクラブで奉仕活

動をクラブの仲間と一緒に体験する事、実践して体

で覚える事です。その次に、他のクラブや国際ロー

タリーが何をしているかを知るのに「友」を読む事

です。ロータリーの雑誌、「友」が、ロータリーの

情報源として最も大切な雑誌です。「友」の購読は

ロータリアンの三大責務の一つにあげられていま

す。「友」を読む目的は、ロータリーをよく理解す

る事です。「友」を読む事により、かけがえのない

「心の知識」を養うことができます。「友」は誰の

ものでもありません、ロータリアンのものです。昨

年3月、私が会長に就任する前に、会長としての心

構えを平尾PGから教わりました。会長の仕事は先ず、

ロータリー雑誌「友」を3年分読む事、3年分読めば

ロータリーとは何か、会長の仕事が何か解ってくる

と教えて頂きました。3月に聞いたので、生憎「友」

は今からでは4か月分しかありませんでした。私の

ようにならない為に、皆様は又ロータリーの「友」

の話かと思われますが、貴方のために何度も強く言

います。どうか今月から「友」を持ち帰り3年分溜

めて置いて下さい。幸か不幸か11月の年次総会で貴

方が会長ノミニーに指名された時に備えて、その時

「友」は貴方の強い味方になってくれます。何時指

名の吉報が届いてよいように、どうか3年分はお手

元に置いて下さい。今月から毎月持ち帰っても2年
分しかありません。1年分足りません。その時言っ

て下さい。私が1年分お届けします。 
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「友」を車の中や居間、便所、または枕元に置い

て下さい。時間の空いた時、寝付きの悪い時にお読

み下さい。その時、決して「友」よりおもしろい本

を近くに置かない事が大切です。そうして3年目に

は貴方は何時会長になっても万全です。貴方はロー

タリークラブのメンバーだけでなく、きっと素晴ら

しいロータリーの会長になるでしょう！ 
すでに会長をされた方々は、何時ガバナー推薦さ

れてもよいように「友」を持ち帰ってお読み下さい。 
 

６．幹事報告        幹事 山田 耕造君 

○例会臨時変更のお知らせ 
 有田 2000RC 5 月 20 日（水）→5 月 16 日（土） 

16：00～17：30 橘家 ロータリーカレッジ 
（有田 RC 主催）  
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 和歌山北 RC 5 月 25 日（月）→5 月 24 日（日） 
11：45～ 琵琶湖汽船 ミシガン船上 

親睦家族例会 
○休会のお知らせ 
 和歌山 RC     4 月 28 日（火） 
 和歌山中 RC    5 月 1 日（金） 
 和歌山東 RC    5 月 7 日（木） 
 那智勝浦 RC    5 月 7 日（木） 
 

７．会員卓話 

「認知症の予防について」      魚谷 幸司君 

本日は認知症の一般的

な知識と和歌山県が主催

する認知症予防教室につ

いて話をします。 
老年期の社会心理（自

身の存在価値に疑問を持

つ、身体的機能の衰え、

死を意識、子供や孫の成

長に対する不安など）、認

知症患者数の推移予想

（2015 年で 300 万人を超え、2035 年には 450 万人

に達すると推測）、罹患率（3～9％）、『痴呆』から『認

知症』へと病名変更になった経緯（侮蔑的な表現で早

期発見、早期治療の妨げとなる）、認知症の簡単な病

態（記憶障害や判断力の障害が出現し、日常生活に支

障が出るもの）、精神老化と認知症の鑑別（体験その

ものを忘れるか一部を忘れるか、進行を認識できるか

否か、見当識障害の有無、物忘れの自覚の有無など）、

認知症の症状（記憶障害や見当識障害、判断力の低下

といった中核症状、不安、抑うつ、幻覚、妄想、介護

抵抗などの周辺症状に大きく分類される）、嫉妬妄想

に基づき妻を殺害した鑑定例（『仲の良い老夫婦症候

群』依存対象が配偶者に限られるような密着度の高い

老夫婦についての説明をする）、認知症の診断（病歴

を含めた生活歴、神経心理学的検査、頭部 CT・MRI
など）、予防（病気の治療、食生活、運動、趣味をも

つ、大脳のたくさんの部位を使う、左脳と右脳のバラ

ンスを大切に、楽しみながら長く続ける、想像力を働

かせる、酒はほどはどにタバコは禁）問題行動への対

処方法、治療（周辺症状は不安やストレスが原因とな

ることが多く、環境の整備と適切なケアが必要で、中

核症状の治療薬はアリセプトのみ）、高齢者の運転免

許更新についての警察庁の取り組みについて説明さ

せていただきます。 
 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 

  第 1571 回例会 21 年 5 月 11 日(月) 
     海南商工会議所 ４F 18：30～ 
       新会員歓迎会 
    
 
 

 
 
 
 
林 孝次郎君 紀三井寺のテニスの西日本大会で一

人倒れて、AED を使って若い人と２

人で助けることができました。パソコ

ンで助かる率を調べたら、７分で

50％助かるそうです。いきなりではパ

ニックになるので、一度 RC で講習し

たらよいと思います。 
辻  亮君  近所の人 8 年ぶりに男の人が出来た

と歌をよんで色紙を額に入れて送り

ました?! 
宮田敬之佑君 ようやく元気になってきました。 
柳生享男君  4／22、末娘に孫が産まれました。こ

れで計 6 人になりました。 
山名正一君  大工さん、ようこそお越し下さいまし

た。 
上中嗣郎君  地区大会欠席しました。 
中西秀文君  ガバナー補佐、大工様、当クラブの例

会出席頂きましてありがとうござい

ます。昨日花畑さんありがとうござい

ました。 
寺下 卓君  昨日は地区大会の参加、ご苦労様でし

た。次年度委員会名簿、お手元に届い

ているかと思いますのでよろしく。 
楠部賢計君  宮田敬之佑さんの元気な姿、拝見し安

心しました。心配させないで下さい！ 
山畑弥生君  昨日の地区大会では皆さんにお世話

になりありがとうございました。 
岸 友子君  地区大会お世話になりました。 
宮田貞三君  地区大会、出席御苦労様でした。 
魚谷幸司君  本日、よろしくお願いします。 
中西秀文君  魚谷先生、卓話ありがとうございます。 
山田耕造君  地区大会、出席の皆様ご苦労様でした。

衣笠さんの講演よかったです。 
阪口洋一君  昨日の地区大会お疲れさまでした。 

大工貞晋さん お邪魔します。よろしくご指導下さい。 
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THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS 

会報・ＩＴ委員会   委員長 西川 富雄  副委員長 吉野 稔  委員 山東 剛一、田村 能孝、吉田 昌生 山畑 弥生


