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＜本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ＞Ｔｏｄａｙ’ｓＰｒｏｇｒａｍ 　　　於 ： ラポール長久手迎賓館

点鐘 18：30～
＜ロータリーソング＞ 「奉仕の理想」

＜ロータリーソング＞ 「それでこそロータリー」 総合司会 加藤　猛親睦活動委員長
ウナギかば焼き

＜出席報告＞ 刺し身

会員総数　 　２２名　　　　（免除会員2名） 冷しゃぶサラダ

出席率 50% 前々回補正出席率　９５．４% 煮物

赤だし

フルーツ

＜来訪者＞

＜会長挨拶＞ 愛知長久手ロータリークラブ 丹羽 司一会長

①道で知り合いに会う 名前をすぐに思い出せない

②探し物をする

③食事をする 食事を済ませたこと自体忘れる

④買い物に行く

⑤慣れた料理を作る うっかり、食材や調味料を入れ忘れる 調味料の加減を忘れ、味付けが変わる

何かを買い忘れることはあるが、重要なものを
買い忘れることはない

皆さんこんにちは。今日は大変に風が強くなってきまして、これから夕方に
かけて台風が上陸すると予報が出ており東濃地方には大雨洪水警報が出
ているようです。かなりの雨量になると予想されていますのでお気を付けて
下さい。このところロータリーを振り替えることが多くて、本日の卓話でも年
間回顧となっておりますが、私はどうしても外せない会議が繰り上げになっ
てしまい早退させていただきますが、申し訳ありません。本年度は10周年に
もあたり、皆様には物心両面でご支援をいただき心より感謝申し上げます。
ロータリーは永遠に続いていきますので、次の安田年度にも大いに良い

しばらく前に食べた食事の内容の一部を思い
出せない

私共の運営する老人ホームで認知症とはどんな病気？の話をしました。認知症とは、単なる老化現象では
なく、脳の障害により知的能力が低下する病気の総称で、ひとことで言えば“物忘れが続いて日常生活に支
障をきたす”状態です。

知り合いだとわかっていてはいても。関係を思
い出せない

良く探し物をするが、保険証や免許証などの大
切なものが分らなくなることはない

保険証や免許証などの対せなものが分らなく
なったり、大切なものをしまったこと自体忘れる

出席者　　　　１０名

何を買うつもりで来たのか忘れたり、必要のな
いものを何回も買ってくる

老化による物忘れ 認知症による物忘れ
“老化による物忘れ”と“認知症による物忘れ”の違いとは

力を注いで応援していきたいと思っています。今、日本は景気の良くない時期で、皆さんも大変お忙しくして
いると思いますが、今日は吉田濱一さんもお忙しくニコボックスだけされて帰られる、非常に学ぶべきところ
があると思います。どんな時でも、時間の段取りを取る中でロータリーの事を組んでいただき、週に1回の例
会をご自分のライフワークとしていただけたらと思います。

愛知長久手ロータリークラブ

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために
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アルツハイマー型 ・臭覚から衰え、悪臭に気づかない　　　　　 ・女性に多くみられる　
・記憶をためられず、最近の事を忘れる
・発症時期がはっきりせず、穏やかに進行　・本人が楽観的であまり気にしない　・治療薬がある

脳血管性
・気分が落ち込んだり、何かをしようとする意欲が下がる
・悲しくないのに泣いたり、おかしくないのに笑ったりする(感情失禁）

・脳血管の再発を防ぐことで進行を防ぐことができる・動脈硬化の危険因子を抱える男性に多い
レビー小体型 ・人物や動物、昆虫など、詳細な幻覚や妄想を見る　　・　歩行が小刻みで、転ぶことが多い　　

・初期では手がぶるぶると震える（振戦）が、進行すると筋肉が固くなって止まる
前頭側頭型

・抑制がきかなくなり、万引きや信号無視などの社会ルール違反あり
・交通事故の危険もあり、早い段階から注意が必要　 ・若年層で70歳未満の人に多い

＜委員会報告＞
   　   ◆親睦活動委員会

　◆祝福　　お誕生日おめでとうございます

　　　　◆ニコボックス委員会 宮下智香子親睦活動委員
・ 丹羽 司一

・ 山田 文明

・ あ～あ!!　また一つ年を重ねてしまいました。ファイト!!　本日もよろしくお願いします。 加藤　　猛
・ 63歳になります。そろそろ引退ですね！ 佐藤 文昭
・ 台風がきています。皆さん気を付けてくださいね。 日野 典子
・ 台風の中お疲れ様です。本日も宜しくお願いします。 宮下智香子
・ 小谷さん、加藤さん、佐藤さんお誕生日おめでとうございます。 安田 茂樹
・ 吉田 濵一

・ 本日もよろしくお願いします。 林　 正俊
・ 本日もよろしくお願いします。 小谷 恒夫

（敬称略）

＜幹事報告＞ 山田　文明幹事
１）

＜卓話＞ 演題　： 年間回顧
講師　： 山田文明幹事

・記憶障害は重くても、人格や判断力は保たれることが多い　

６月２６日（火）例会は　ラポールにて１８：３０～　親睦夜間例を行います。今期 終例会となりま
すので多数のご参加よろしくお願い　します。

台風がこなければと願っています。今日は別の会議で失礼いたしますが今
後ともよろしくお願いします。

　　“　ａｕ
エーユー

　と　Softbank
　ソ フ ト  バ ン ク

　の　　携帯は　買いにく場所　　DoCoMo com
　　ド　コ　モ　　　　　　コ　ム

かな　”

6月のお誕生、小谷さん、加藤さん、佐藤さんおめでとうございます。本日の
卓話は年間回顧させていただきます。1年間ありがとうございました。

・興味、関心が薄れると、会話中でも立ち去ってしまう　・同じパターンの行動を繰り返す

・脳管障害が起こるたび、段階的に進行する　

まず2010年7月6日に前会長大島さん、前幹事伊藤さん、丹羽会長、幹事の山田の4名にて第1回打ち合わせ会に始り、
8月3日役員理事会、準備委員会をスタート式典を2011年10月と予定。9月7日役員理事会、準備委員選出。10月5日役
員理事会、11月2日役員理事会。12月7日　役員理事会。毎月の理事会を進めながら、12月には日時を2011年10月16

台風が近づいています。お気を付けてください。本日も強風の中、ご出席
ありがとうございます。

次年度には機会がありましたら関係の先生を卓話にお呼びしようと思っております。我々の年齢にもなると必
然性のあることですが、皆様も管理職の方たちですので、何かあった時には待った無しとなります。常日頃
から気を付けていただいた方が良いかと思います。健康管理もほどほどが良いですが、色々な本も出ており
ますので参考にされて、末永く一人の人間として、尊厳を大事にして、常日頃はみなさんと会話しながら楽し
く日々を過ごせたら良いなと思います。

認知症の主なタイプの特徴

皆さん、今日は。いよいよ無事に年度末を迎える事が出来、この一年を振りかえってと言うことで
すが、この1年はなんと言っても、私たち愛知長久手ロータリークラブの創立10周年の記念すべ
き1年にあったと思います。クラブ会員の皆さんやご家族、クラブ関係の沢山の皆様のご協力で
思い出,多きこの1年でした。

　  ６月　３日・・・小谷恒夫さん
６月  ６日・・・加藤　猛さん
　　６月２３日・・・佐藤文昭さん
　



4月19日　2011~12年度地区協議会がウェスティンナゴヤキャッスルにて開催、出席

5月28日　 4RC新旧会長・幹事会
  6月3日　 東尾張分区11RC新旧会長・幹事会。ウェスティンナゴヤキャッスル　　　　　

6月7日　　役員理事会。例会場変更について。クラブ計画書。予算書、年度計画表、名簿。
6月21日　 新例会場　長久手温泉ござらっせとの打ち合わせ、会場、食事他。
6月22日　 地区ロータリー研究会出席。ウィンクあいち

  6月28日　 夜間例会　梅の花長久手店
7月5日　  新年度　会長・幹事所信表明、新旧交代式。長久手温泉ござらっせ。　
7月12日　 地区ロータリー財団セミナー　名古屋東急ホテル。
7月14日　 4RC合同夜間例会　瀬戸グレイセル。初めての合同夜間例会。
8月2日　　役員理事会。10周年委員会、
8月9日　　東尾張分区11RC会長・幹事会　名鉄犬山ホテル。花火大会。
8月23日　　坪井靖治氏葬儀。愛知長久手RC創立時の瀬戸RC拡大委員長
8月26日　　夜間例会　ラポール。
9月3日　　地区新世代サミット　ホテルキャスルプラザ

9月6日　　ナゴヤブルーノート打ち合わせ。野田セールスマネージャー。来訪。
9月12日　　クラブフォーラム。10周年委員会
9月12日　　地区RCC交流会議。　名鉄グランドホテル。
9月13日　　地区米山奨学委員長会議　ホテルキャスルプラザ。
9月20日　　河村金明ガバナー補佐訪問。台風接近の中のご来訪でした。クラブ協議会　
9月24日　　10周年打ち合わせ　ナゴヤブルーノート、名古屋国際ホテル天守閣下見、打ち合わせ。 終確認。
10月4日　　役員理事会。10周年委員会。人員確認、スケジュール、役割分担、備品。
10月11日　 ガバナー公式訪問。4RC合同瀬戸グレイセル。

10月25日　故パスト会長　伊藤高義様宅へRC10周年の御礼報告に訪問。
11月1日　 役員理事会。指名委員会、瀬戸北合同例会、長久手町民祭り、義捐金寄付、長久手町への温度計寄贈、
11月5日　 犬山RC50周年記念式典。名鉄犬山ホテル。さすがに50周年の歴史を感じる犬山RCの記念式典でした。
1月15日　夜間例会。木曽路東名店。
11月19日　地区大会　ウェスティンナゴヤキャスル。加藤令吉瀬戸RC会長より新入会員勧誘について情報を頂きました。
11月20日　地区大会　ウェスティンナゴヤキャスル。

12月5日　 役員理事会。長久手町温度計贈呈式、指名委員会、年末家族例会、クラブフォーラム。

員理事会、11月2日役員理事会。12月7日　役員理事会。毎月の理事会を進めながら、12月には日時を2011年10月16
日と定め、10周年委員会を発足、10周年の主旨としては、式典は厳粛に、懇親会は会員と家族が共に楽しめる会という
事に決まり、組織を編成の上、役割分担、予算作成、スケジュール、会場及び式典、懇親会の内容食事、おみやげ等、
記念誌の作成の準備を始める。2011年に入り、10周年委員会の打ち合わせを1月、2月と進めていた矢先に3月11日あ
の東日本大震災が起こり日本中、世界中に多きな衝撃を与えました。
3月13日　地区において次期会長、幹事の研修会であるPETが開かれ、大震災の話で持ちきりでした。特に周年を迎え
ているクラブでは大変な状況にあり、身近では11RCの名古屋城北RCが２５周年を３月１５日に予定されおりましたが準
備の都合上、開催され私も勉強の為出席させていただきました。

3月15日にクラブフォーラムを開きクラブ会員の皆さんと協議の末、（1）クラブとして１０周年をなんらかの形にしておきた
い。（2）自粛した形でやり方を工夫する。（3）（4）長久手町が2012.年１月に長久手市になる記念の年になり、愛知長久
手ロータりークラブの知名度を高める工夫をする事にまとまりました。

11月20日　台湾中原RC歓迎レセプション。名古屋国際ホテル天守閣。参加者　中原RC35名。愛知長久手RC9名、なご
やかな雰囲気の中、カンペイの掛け声がにぎやかに続いていました。
11月21日　東海テレビ文化福祉事業団へ東日本大震災及び和歌山県災害への義捐金の贈呈式。東海テレビ放送会
長　石黒大山氏へ贈呈、懇談。当日、夕方のテレビニュースにて贈呈式の様子が放映されました。　中原RC7名、愛知
長久手RC8名。
11月29日　瀬戸北RCとの合同例会。愛知陶磁資料館。館長卓話。茶室「陶翠庵」お抹茶。瀬戸北RC様より、10周年の
お祝いをして頂き、兄弟クラブとして、お心使いに感激いたしました。

12月14日　長久手町へソーラーパネル式温度計の贈呈式、除幕式。地球温暖化に対して、環境保全と省エネへの取り
組みによる意識向上を願って。

4月26日　クラブフォーラムを開催、１０周年委員会とクラブ協議会にて次年度計画を打ち合わせをしながらクラブ計画
書を作成。例会場について、町つくりセンターでの不都合により、ラポールでの開催を実際に数回使用してみて検討す
るも諸事情により、折り合わなく断念する。しかしながら会員皆様の情報収集により色々と検討する中で、７月の新年度
から、現在の長久手温泉ござらっせの２階会議室を使わせていただく事になり、ほっといたしました。

3月29日にもクラブフォーラムを開き、（1）愛知長久手RCメンバーとして内輪で家族親睦会をする。（2）１０周年の記念誌
は発行する。（3）式典にかかると思われる費用を台湾中原RCからの多額の寄付金と合わせて義捐金として寄付をする。
（4）１０周年式典への招待予定をしていた関係RCの方々には東日本大震災により、式典中止の案内をだす。
4月12日　名古屋錦RC15周年記念例会見学。記念例会として内輪での親睦を目的とされ、女性中心で運営をされてい
て大変参考になりました。

5月10日　役員理事会　2011年～12年会長方針。（1）10周年を迎える（2）大きな祝賀会をやめて内輪で会員同士家族
も含めて親睦を深める。（3）東日本大震災に際して台湾中原RCと共同で義捐金を公的なところへ寄付をする。（4）会員
増強。（5）ライオンズクラブとロータリークラブの区別をハッキリとしていきたい。（5）例会に出席して楽しくできるよう。

9月6日　　役員理事会。10周年委員会。予算、招待者、記念例会会場、感謝状、記念品、手みやげ。親睦会場　ナゴヤ
ブルーノート、食事、アーチスト、二次会会場、　名古屋国際ホテル　　天守閣。

10月16日　 愛知長久手ロータリークラブ10周年記念例会。　ナゴヤブルーノート。名古屋国際ホテル天主閣。厳粛なる
記念例会の後、ナゴヤブルーノートにて夕食会、ウェイウェイ・ウーさんの二胡によるコンサートを楽しむ事ができました。
その後の名古屋国際ホテルでの二次会へも多数参加頂き、満室で大変盛り上がりました。会員全員参加の上、会員ご
家族の皆さんも多数参加して頂き、共に10周年をお祝いする事が出来て大変うれしく思いました。
　



12月13日　年次総会。

　　2012年

2月7日　役員理事会。次年度役員、理事人事。次年度地区委員について。
2月21日　夜間例会。藤が丘。
3月3日　移動例会予定のトヨタ博物館下見。打ち合わせ。設営、食事、見学、ゲスト。
3月6日　役員理事会。事務局の件。花見例会。植樹。

4月3日　役員理事会。桜の植樹寄贈。次期ガバナー補佐訪問。花見例会。華野にて夜桜見物。
4月14日　宮下智香子さん歓迎　愛知長久手RCゴルフコンペ。瀬戸品野台CC.
4月15日　2012～13年度　地区協議会。ウェスティンナゴヤキャッスル。
5月8日　  役員理事会。クラブ協議会。

6月5日　新旧役員理事会。クラブ協議会。次年度クラブ計画書。
6月5日　地区研修委員会　　名古屋国際ホテル。

６月９日　地区役員会長幹事懇談会。名鉄グランドホテル。

 ：：今月のトピックス：：
 １．寄付金速報　― 今年度最後のご協力を！ ―

 ２．「東京米山ロータリーＥクラブ2750」が創立

 ３．第2回理事会開催報告
   ４．大勢が参加して絆を確認　―第2770地区学友会総会―

   ▼全文は、こちらよりご覧ください。http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight147_pdf.pdf

東日本大震災で始まった2011～12年度の地区役員会長幹事の皆さん方の様子からは１年を終わり切ったと言う安堵感
があふれていました。
こうして振り返ってみますと丹羽会長のリーダーシップの元、パスト会長の皆さんや大島実行委員長、松原クラブ奉仕委
員長を中心としてクラブ会員、皆様全員にご参加ご協力をして頂き、クラブ創立10周年と言う大きな節目を無事に成し
遂げさせていただけた事、誠にありがとうございました。又、事務局の杉山さんには大きな陰の力としてご尽力頂き、ここ
ろより感謝をもうしあげます。この2年間のロータリー活動を通じて、沢山の方々との出会いを頂き、ロータリークラブの奥
深さを身体を通じて感じることができました。今後、このような経験を糧に少しでも社会にお役に立てるようロータリー活
動を続けさせて頂きたいと心から願っております。皆様、大変お世話になりありがとうございました。感謝。

6月7日　東尾張分区11RC新旧会長・幹事会　ウェスティンナゴヤキャッスル。11RCそれぞれの新旧会長・幹事の皆さん
と１年間の慰労と今後のご健闘を祈り、にぎやかな集いでした。

第2750地区（東京）で6月2日、日本で3番目のＥクラブ、東京米山ロータリーＥクラブ2750が創立さ
れました。スポンサークラブは、米山学友を中心として2年前に設立された東京米山友愛ロータ
リークラブです。創立会員27人のうち米山学友は16人、メンバーの国籍は7カ国にわたるという、
スポンサークラブ譲りの国際色の豊かなクラブです。総会当日は、田中作次ＲＩ会長エレクトのご
出席のもと、小沢一彦ロータリー財団管理委員、片倉章雄ガバナー代理の市川伊三夫パストガ
バナー、板橋敏雄米山記念奨学会理事長らの祝辞を受け、盛大な創立総会となりました。初代
会長に就任した米山学友のファオジア・ディナさん（インドネシア／2008-10）は、奨学生としてお
世話になった東京昭島ＲＣの全会員、特に、親身になって支えてくれたカウンセラーに深い感謝を
示し、「初代会長として推薦されたことを深く受けとめ、先輩ロータリアンから多くを学んでいきた
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………………………………………………………………………

5月25日　4RC新旧会長・幹事会。瀬戸市内。現会長・幹事の方々は１年が経ち、ようやくお役目を終えて次の方々への
引継ぎの段階になり、ホット一息つけるようになって来た感じがしました。又、新会長・幹事の方々の意欲ある雰囲気はと
ても頼もしく新鮮に感じました。

12月17日　年末家族例会。ラポール。ピアノの生演奏にのって、水野パスト会長が軽やかに歌を歌って頂き、なごやか
な雰囲気の中での家族例会を過ごす事出来、又、いつも大好評のプレゼントは今年も日野さん、小谷さん、田中さんが
年末の忙しい時間の中、参加の皆さん、それぞれに喜んでいただける様にと、選んで下さった物ばかりです。大変お世
話になり、誠にありがとうございました。

1月10日　　役員理事会。次期役員人事、新年第一例会、夜間例会、　華野。宮下智香子さん入会式。たのしい仲間が
またひとり増えて、ワインがいつもより、さらにおいしく飲めたような夜間例会でした。
1月29日　東尾張分区IM大会。名鉄犬山ホテル。ホストクラブの岩倉RCは小人数のクラブながら、いろいろの工夫をさ
れて

3月13日　移動例会。トヨタ博物館。館長さんの卓話。博物館の見学。収蔵庫見学（国産車、輸入車の秘蔵コレクション
の見学）においては特別に車にも乗せて頂き、写真撮影の時は皆さん、少年、少女に戻ったように眼の輝きがいつもと
違って見えたような貴重な時間に思えました。車好きの人にとってはたまらないひと時を過ごした事と思います。中部経
済新聞社からも取材に来て頂き、後日、当日の様子が新聞に掲載されました。
　

７月３日(火） ７月１７日(火）７月１０日（火）

会長・幹事所信表明
会長・幹事交代式

（トヨタ博物館）

卓話担当：丹羽司一さん
（トヨタ博物館）

5大奉仕委員長方針
（長久手温泉ござらっせ）

７月２４日（火）

　

ガバナー補佐訪問
（まちづくりセンター）


