
■委員会報告 ■例会予定
<本日＞
◆第２４３７回１２月５日（水）　理事会
クラブ協議会（リハーサル）
◆第２４３８回１２月１２日（水）
ガバナー公式訪問
◆第２４３９回１２月１９日（水）

■例会プログラム ■幹事報告　　　大城幹事 クラブ総会
：柏田 吉美 【幹事報告】 ◆第２４４０回１２月２６日（水）
：東江会長 ①公式訪問クラブ協議会のご案内 夜間例会（忘年会）　点鐘：19：00

：新垣 裕樹 ※当日は、クラブ要覧を忘れずにお持ち下さい 場所：ラグナガーデンホテル
：日も風も星も・四つのテスト ※当日は、クラブユニフォームでご参加下さい ◆第２４４１回１月９日（水）　理事会
：池田 彩織 ※当日は、10：45分までにお集まり下さい 新年ユンタク会

：天願 勇 ◆第２４４２回１月１６日（水）
：東江会長 卓話：久恒達弘様（総務省 総合通信事務所長）

：大城 英明 ■バナー交換 演題：未定
：白間 弘造、吉田 明正 ◆第２４４３回１月２３日（水）

：大矢亮二先生 外部卓話予定
：新垣 義夫 ◆１月３０日（水）特別休会
：伊禮 文雄 　定款第8条１節Ｃ項により
：東江会長 <例会変更のお知らせ＞

■ゲスト・ビジター紹介　池田彩織会員 ・那覇西ロータリークラブ
★ゲスト 日時：12月19日（水）18：30～20：30
・大矢亮二様（産業医）高橋清一郎会員紹介 場所：ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

・ロバート シンプソン様（マイケル様ご子息） ビジター費：￥6,000　
・徳物文雄様（天願勇会員紹介） ※夜間例会（忘年会）に変更
・與儀清様（東江会長紹介） ・コザロータリークラブ
☆ビジター 日時：12月20日（木）➡12月19日（水）
・マイケル シンプソン様（メンフィスＲＣ） 　　　点鐘19：00（夜間例会＆忘年会）
・多田伸様（福井北ＲＣ） 場所：和食　樂
・加藤幸男様（東京練馬西ＲＣ） ビジター費：￥5,000　
・嶋村文男様（東京東江戸川ＲＣ） ・那覇北ロータリークラブ
・山里将様（浦添ＲＣ/パストガバナー補佐） 日時：12月20日（水）19：０0～21：00
・比嘉宥海様（浦添ＲＣ） 場所：かりゆしアーバンリゾートナハ8F

■会長挨拶 ビジター費：￥5,000　
■東江会長 ※夜間例会（忘年会）に変更

日時：2019年1月17日（水）19：０0～21：00

場所：かりゆしアーバンリゾートナハ8F
ビジター費：￥5,000　
※夜間例会（忘年会）に変更
<例会休会のお知らせ＞
・那覇西ロータリークラブ
12月26日（水）年末の為
翌1月2日（水）お正月の為

■ビジターご挨拶 ・名護ロータリークラブ
12月26日（水）定款8-1-Cにより
翌1月2日（水））定款8-1-Cにより
・コザロータリークラブ
12月27日（木）・翌1月3日（木）
※変更年末年始につき例会休会
・那覇北ロータリークラブ
12月27日（木）年末の為
翌1月3日（水）お正月の為
・浦添ロータリークラブ
12月28日　1月4日　1月25日　（金曜日）
※いずれも定款第8条第1節Ｃ項に準ずる

■大矢先生、大変勉強になりました。今後のご
活躍を期待しています。ロバートＦシンプソン
さん沖縄の他のロータリークラブにも出席して
下さい。東京のロータリーの皆様今後ともよろ
しくお願いします。（柏田 吉美）

■久しぶりの宜野湾ＲＣ例会への参加となりま
した。（山里将/浦添ＲＣ）

免疫予防と治療月間

■ニコニコの趣旨

¥92,000 ¥32,318

貴クラブよりRYLA受講生推薦頂き有難うございま
す。RYLAへの登録宜しくお願い致します。次年度、
東分区ガバナー補佐を拝命しております。色々とお願
い致します。（嶋村文男様/東京東江戸川ＲＣ）

私は自動車販売に従事していたが、昨年6月にリタイ
ヤし、北谷にロングステイをしております。沖縄のＲ
Ｃを訪ね歩いて行きたいと思います。
　　　　　　　　　　　（多田伸様/福井北ＲＣ）

テネシーの真中に位置するメンフィスＲＣは会員数
50名で主に青少年育成、医療に関する若い人達への
教育に尽力しております。
　　　　（マイケルシンプソン様（メンフィスＲＣ）
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■ロータリー活動は、アンチエイジング!!
　　　　　　　　　　　　（宮城 富夫）

¥79,000

ｴｺ思想推進宣言
会 長 挨 拶

■大矢先生、有難うございます。色々と勉強に
なりました。自分でも認知致しました。
　　　　　　　　　（新垣 義夫、茂宮 隆次）

改めまして、皆さんこんにちは。今日は大勢のゲス
ト・ビジターをお迎えして大変感謝申し上げます。
昨日、沖縄分区の研修会に参加して参りました。「強
いクラブを作るには」というテーマでテーブルディス
カッションがあり大変活発な意見が出され有意義な研
修会となりました。「会員数の多いクラブが強いクラ
ブか」「少ないクラブは弱いクラブか」と議論がなさ
れる中、各クラブ代表の意見として出席率の問題、会
員増強の問題が出されておりました。私は先日行われ
吉田プログラム委員長から発表のありました「我がク
ラブの良いところ」を事案として発表しました。次の
テーマは「新入会員研修は必要か」でした。私自身も
今だかって内容を把握していない状況です。新入会員
（1～3年未満）の研修を合同で行うかどうか、ある
いは各クラブ単独で行うかどうか。強いクラブにする
ためには、内容をしっかり把握し勉強する事によって
社会奉仕に繋がり、地域にＲＣをもっともっとＰＲを
することのよって新入会員の獲得に繋がると思いま
す。今後とも皆様のご協力を得ながら会員増強に力を
入れて参りたいと思います。

※活動計画発表のある当該委員長は準備方お願
いします。
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吉田ロータリー財団委員長委員長

＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～
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例会日

　　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか
　　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか
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グローバル補助金申請を済ませました。11/30
に地区担当者との面談が行われます。

第2436回

前 回 累 計

《12月ロータリー為替レート　＄１＝￥112》

2018/11/21 2018/11/28

出席免除者欠席

¥13,000

■出席報告
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訂正算定分母
訂正出席率

■皆様お久しぶりです。今日は大矢先生のお話
を楽しみに寄せ頂きました。（徳物文雄）

■先週は榎本、星がお世話になりました。名護
ＲＣの途中せっかくなので寄らせて頂きまし
た。（加藤幸男/東京練馬西ＲＣ）

■今月中旬より来年4月中旬まで北谷にてロング
ステイしております。どうぞよろしくお願いし
ます。（多田伸/福井北ＲＣ）

69.70%

会員数

70.97%

■大矢先生、認知症を予防するためにロータ
リークラブに入会しましょう！
ありがとうございました。（天願 勇）

■初めて伺います。RYLA受講生の推薦ありがと
うございました。（嶋村文男/東京東江戸川ＲＣ
/地区RYLA委員長）
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1２月誕生月おめでとうございます！
國吉一人会員（８日）
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例会場： ラグナガーデンホテル　TEL: 098-897-2121 2018-19年度

例会日： 毎週水曜日　12:30～13:30 会長： 東江 繁子

事務所： 宜野湾市大山 2-9-25-2F 幹事： 大城 英明

TEL： 098-898-9000 会報委員長： 我謝 八重子

FAX： 098-898-0003

E-mail： info@ginowan-rc.org

職業宣言　７．業界の発展のために力を尽くすことも、職業奉仕だ。
2018-19年度クラブ会長テーマ：　キラリ輝こう！

主なテリトリー：宜野湾市、北谷町、中城村、北中城村

国際ロータリー 第2580地区 宜野湾ロータリークラブ

創立：1966年1月10日

(第2437回）
2018年12月5日号

払っていくらお釣りもらったらいいのか、そういう簡単な計算も出来なくなってきます。もっと進行すると人の顔の
識別判別が出来なくなってくる。それが夫婦であろうが親子兄弟であろうが全くどこの誰がわからない。こういうの
を認知欠損という事になります。次に高次脳機能障害の認知欠損と言語障害です。失語には2種類あります。1つに
は、相手が言っている事は聞こえる、でも何を言っているのか理解できない。これを感覚性失語とか感覚性失語障害
と言います。もうひとつは相手の言っている事は聞こえる、意味も解る、でも喋ろうと思ったら上手く喋れない、言
葉を上手く次ぐれない。これは運動性言語障害とか運動性失語と言います。次に失行とは、当たり前の行動が取れな
くなる事を言います。例えば運転をしている際に、人とか障害物とかが見えたとして、ぶつかるまで5秒10秒と十
二分に時間があったとします。皆さんどうするかと言うと、とにかくブレーキを踏みます。そして必要であればハン
ドルを切るかもしれません。でもそれが認知症の患者さんは出来なくなる。ぶつかっちゃうと思ってもどうしていい
かわからない。アクセルとブレーキを踏み間違える。これを失行と言います。それと失認。例えば認知症の方がいつ
も行き慣れたスーパーまで行ってきますとそういう風に家を出る訳です。ところが認知症の方は行き慣れたはずの道
に迷ってしまうんです。それを失認と言います。目標を正しく認識できない、高速道路を逆走するのも失認のひとつ
です。次に実行機能障害。例えば料理を作るとして、まず材料を揃えます。そしてどう調理してどんな味付けをして
最終的にこういう料理を作ろうとプラン段取りをします。そのプラン段取りが出来なくなる。これは機能障害と言い
替えてもいいかと思いますが、料理のデパートリーが段々減っていき、ひどくなると個体数の少ない料理を繰り返し
作るようになっていく。こうなると認知症と気づいてあげて専門医に受診させてあげて下さい。認知症のアルツハイ
マー病と脳血管性認知症を比べながら説明します。アルツハイマー病は高齢女性に多くみられ、原因はBアミロイド
蛋白などが脳に溜まり脳の機能が落ちてきて認知症となる。症状について、初期は記憶力の低下と意欲低下ですが、
実はうつ病にもきますのでアルツハイマー病の初期はうつ病と時々誤診されたりすることがあります。それから中期
になると「物盗られ妄想」です。患者さんが、ある時急に財布を盗られたとかお金を盗られたと言い出し、誰に盗済
まれたかというと大体同居している嫁とか、泥棒とかになります。当然大騒ぎして探しますが妄想ですからいつもの
所に財布やお金があるんですよ。末期となると人格変化。アルツハイマー病の人格変化は暴言、暴力を振るう。急に
殴ったりしてきます。そして最後には寝たきりになります。今度は脳血管性認知症です。特徴は高齢男性に多くみら
れ、階段状に症状が進行する。アルツハイマー病は右下がりダラダラと悪くなって行きますが、脳血管性認知症は横
ばい型で症状が進行する。原因は多数の小さな脳梗塞で、アルツハイマー病の余計なものが脳に溜まるということと
は全然違います。脳の血管が詰まったり破れて出血するとその周りの組織が死にます。それを脳梗塞と言いますが
「まだらぼけ」というのは、しっかりしている部分と全然駄目な部分と両方が混ざっている状態それが「まだらぼ
け」です。もっと梗塞が増えてきてべったりとなったら「べったりぼけ」になります。次に感情失禁、涙もろくな
る。ちょっとした事、ちょっと嬉しくても、ちょっと悲しくても直ぐに泣いてしまう、涙もろくなる。これが感情失
禁。要するに感情を抑えられなくなるという特徴です。ということで、脳血管性認知症は感情が激しくなり、アルツ
ハイマー病は人格変化、暴言、暴力を振るうようになる。脳血管性認知症は「まだらぼけ」アルツハイマー病はうつ
病のようになる。つぎに長谷川式と言う認知症の疑いのある人に対する知能テストを紹介します。30点満点で20点
以下は認知症の疑いがあると言われています。皆さんこのテスト用紙を持ち帰って全部やってみて下さい。認知症の
患者さんは全国で約300万人います。あるデータを紹介します。65才で人口の1％が認知症になる。100人に1
人。70才で20％、50人に1人。85才では27％で何と4人に1人が認知症になるということをご記憶下さい。認知
症は治療法はあるが、今の医学では進行を遅らせるだけです。認知症は老化が原因なので予防法として、運動と食べ
物のアンチエイジングです。運動は有酸素運動をしましょう。ウオーキングだとほぼ毎日5,000歩歩くと良いとさ
れています。食べ物では、ビタミンＣとＥ、ベータカロチンとかアンチエイジング物質を含んだ食べ物を取る。そし
て脳を鍛える。映画鑑賞、音楽鑑賞、楽器演奏、読書、英会話をしたりとか、囲碁、将棋、オセロ等頭を使うゲーム
など凄く良いと言われております。最近よく言われているのが、いろんな人と会って、色んな話をして、色んな話を
聞くそれがすごく脳の活性にいいと定説化しております。ぜひ活用して下さい。ありがとうございました。

大矢亮二先生卓話＜＜認知症について　＞＞

初めまして、今ご紹介頂きました大矢亮二です。今日は「よく解る認知症の
知識」と言う事で、皆さんのお顔を見てみますとメチャクチャタイムリーな
話題だと思いました。認知症の診断基準。どういう条件が揃えば認知症と言
う病名がつけられるか。認知欠損と認知障害、新しい事を覚えることができ
ない。過去に覚えていた事をどんどん忘れていくと言うのが記憶障害で特に
初期の認知障害の特徴です。さっきの事が思い出せないと言う事から認知症
が始まっていく。いつも飲んでる薬でも「これさっき飲んだんじゃないか」
食事でも何分かしたら「食事食べたかな」と食事したことを忘れてしまうの
は完全に認知症です。それと飲み食いだけでなく、例えば1対1若しくは大勢
の中で話をしているとします、途中中座して戻ってきたら何の話をしていた
のかわからなくなる。これも記憶障害、認知症の初期です。認知欠損の認知
は識別判別と言う意味です。認知症がどんどん進行して段々字の識別判別が
出来なくなっていき当然字も読めなくなり字も書けなくなる。数字の識別判
別が出来ないので計算能力もなくなり、例えば買い物に行っても、いくら
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