4４期【No.21】第 2099 回例会
月間です（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「
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」
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愛恵協会

理事長

12/15：100％）

三浦博幸 様

1 月は職業奉仕月間/追悼記念週間(1/27 を含む一週間)です

【前回の会長挨拶】（第 2098 例会）
2017 年、平成 29 年が始まりました。今日は１月５日です。日にちと曜日の関係でこ
こ数年遡ってみても最も早く、年初めの例会をスタートさせて頂きました。
小説家が物語を解説するときに「起承転結」という言葉をよく使います。「起」は物語の
始まり、物語（出来事）の前提を語るところ。
「承」は始まりの続き、本当の物語の始まり。
「転」は逆転が起きる。出来事が思わぬ方向に向かっていき大変なことになる。
「結」は結
果そのもの。四文字熟語ですが、それぞれの配分は等分に 25 パーセントではなく。
「起」
は 10％。
「承」は４０％。「転」は 40％。
「結」は 10％・・・のようです。
岡崎東ロータリークラブも後半に入りました。
「起承転結」で言えば、出来事が思わぬ方向に向かっていき大変
なことになる・・といわれている「転」そして「結論」を迎えます。
年末年始、テレビ番組を楽しんだ方も多いと思いますが。優秀なプロデューサーは良い番組が作れない。でき
悪いプロデューサーの方が良い番組ができる。
・・・このような話があります。できの悪いプロデューサーはト
ップダウンで指示できないので「これは何とかしなければ番組ができない」「えらいことになる・・」とスタッ
フの皆さんが力を発揮する。結果。素晴らしい番組が出来上がる。これは、半分、冗談。半分は本気です。では、
今年も宜しくお願いします。

【前回の卓話】

「 新春年男放談

」

会員

足立 憲彦 君

明けましておめでとうございます。私は、今年還暦を迎えることになりました。子どもの頃「祖母の還暦祝い」
に参加したことを思い出しました。
「おばあさんは、長生きしたんだな」と感心していましたが、自分もその年
となることに感慨深いものがあります。
本日は、新春の年男放談として、
「目の話」をしたいと思います。

＜白内障の症状＞
白内障とは、目の水晶体が白く濁って視力が低下する病気です。水晶体とは、目の中でカメラのレンズのような
働きをする組織で、外からの光を集めてピントを合わせる働きをしています。通常は透明な組織ですが、白内障
では白く濁ってしまうため、集めた光がうまく眼底に届かなくなり、次のような症状が引き起こされます。①視
界が全体的にかすむ、②視力が低下する、③光をまぶしく感じる、④暗い時と明るい時で見え方が違う等の症状
です。それでは、印象派画家モネの絵を参考に、白内障による見え方の違いを説明します。本来の綺麗な色彩の
絵が、黄色を帯びてきてやがて赤っぽくなります。次に青の波長が届かなくなり、最後は赤茶色に汚れた絵に見
えるようです。モネの晩年は、視力低下に直面し、当時の白内障手術では満足な回復は得られず、術後に苦しん
だようです。
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＜白内障手術の歴史＞
紀元前 800 年ごろのインドで手術の記録があります。日本には西暦 1360 年前後（室町時代初期）にインド
から中国を経て伝わりました。その手術方法は、針で眼球を突き、水晶体を後側（硝子体内）に脱臼させる方法
でした。激しい痛みや感染症の危険があるうえに、この方法では元のような見え方にはなりませんでした。その
後 1745 年フランスで、角膜を切って水晶体を外に取り出す「摘出術」が行われました。現在では、ほぼ問題
なく手術が行われ、手術後に患者の見え方の質が重要視されています。

当院の白内障手術装置（現在三代目）
＜白内障手術の進歩＞
白内障手術は、検査と手術に大別されます。目の状態を精密に計測し、眼内レンズの種類や度数を高精度に決定
できることで、より良い結果が得られるようになりました。手術器具も進歩し、傷口の小径化や、水晶体を細か
く砕いて吸引する手術装置の進歩が目覚ましく、創口サイズは 2ｍｍ以下となりました。傷口が小さくなったこ
とで、患者様の負担が減らせるようになってきています。
＜結 び＞
白内障は、皆さんの関心が深い病気だと思います。当院においても最新型の手術装置を導入して患者様のサービ
ス向上に努めてきましたが、白内障手術の進歩は止まる事がなく現在最先端の方法としてフェムトセカンドレー
ザーによる白内障手術があります。これにより人間がメスによって行う切開という技術を器械が正確に寸分の狂
いもなく行うことができるという画期的な方法です。しかしこれも保険適用がなく高価格医療という欠点があり
ます。さらに眼内レンズも多焦点眼内レンズが普及しつつあります。これも保険適用がなく高価格の割に依然満
足度の高いものではありません。理由として多焦点という名称ですが実際は 2 焦点で、すべてにピントが合う
ものでは無いということが挙げられます。さらに先進医療と指定されているものは既に古いタイプのレンズしか
適用がないという矛盾もあります。本日の「目の話」が、皆さんの参考になれば幸いです。

中川副会長と足立憲彦君

「白内障手術の進歩」

卓話者：足立憲彦君

事の方は出席をお願いします。
ビジター報告 ありません
１月のロータリーレートは 116 円です。
2016 年版手続要覧の注文を受け付けています。希望さ 出席委員会
本日の出席率 80.39%(欠席 10 名)
れる方は申込表にご記入ください。700 円の実費負担
前々回(12/15)修正出席率 100％(欠席 0 名)
となります。
ロータリー財団委員会 ご浄財をお願いします。
本日開催されるローターアクトクラブ第 13 回例会に、
職業奉仕委員会 1/12 職場例会(於:愛恵協会)ご案内
金本孝美君に出席して頂きます。
広報雑誌委員会 ロータリーの友 1 月号ご紹介
本日、例会終了後に定例理事会が開催されます。役員理

幹事報告
■
■

■
■

1 月お誕生日おめでとう！

page 2

 浅岡謙治君

ニコボックス委員会
 小林清文君
 酒井賢君







新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

例会終了後定例理事会宜しくお願いします。
近藤金作君 年末に淋しくなる事があり、今元気を取り

戻しました。
畔栁秀幸君 明けましておめでとうございます。

皆出席おめでとうございます。
（１０年）
長坂勲君
明けましておめでとうございます。

年賀状頂いた方々有難う御座いました。
青山さんの奥様の詩吟を TV で見ることが出来ました。
草野信隆君 明けましておめでとうございます。
青山俊次君 明けましておめでとうございます。家内の
詩吟案内で３日の放送は外国にいる日本人向けの放送
で日本では放送されませんでした。すみませんでした。

明けましておめでとうございます。役員の
皆さん、後半年頑張って下さい。
足立憲彦君 本日卓話をさせて頂きます。
加藤和志君 三城さん、おいしい蟹のお土産有難う御座
いました。
林孝夫君 ロータリーの友に長瀬楽人会の記事が載り
ました。
坂野弘君 新年最初の司会をさせて頂きます。宜しくお
願い致します。
足立汎和君・杉田雄男君・手嶋明君・小木曽進君・三浦
泰廣君・橋本義紀君・池田正君・中川和広君・生駒尚久
君・野村政弘君・柴田健吉君・安井健次君・鈴木圭介君・
三城偉央君・新浪勝也君・西脇謙二君 新年明けまして
おめでとうございます。

【委員会報告】「岡崎ローターアクトクラブ例会～平和学園との交流もちつき体験～」

金本孝美

平成 29 年 1 月 5 日(木)～小久井農場にて～

岡崎ローターアクトクラブ通算 1073 回(本年度第 14 回)例会が、１月５日(木)小久井農場において開催され、
ビジターと共に 2 人で参加してまいりました。
当日は移動例会ということで、平和学園の生徒 12 名･先生２名の計１４名をお迎し開催されました。
行事報告、委員会報告、1 月入会の新会員の紹介(1 名)がされ、引き続き正月をテーマに「行事」
、
「風習」、
「慣
習」についてひもとき勉強をした後に、正月の遊び「コマ」
「ケン玉」「カルタ」、「餅つき」体験を行いました。
初めての体験の生徒、アクターもいて活気のある体験例会でした。

1 月の例会予定
例会予定
1/19(木)12:30～

例会会場

内容

岡崎市竜美丘会館「501」「新春年男放談」山内隆一君/南 鉉君

1/26(木)18:00～

「魚清」

「新春親睦夜間例会」

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

1 月 16 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

1 月 16 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

1 月 18 日（水）

岡崎

岡崎出雲殿１階 11:30～12:30

1 月 24 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

1 月 24 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

1 月 25 日（水）

知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

1 月 27 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

1 月 30 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

1 月 31 日（火）

豊田中

定款第 6 条第 1 節の規定により休会
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2 月 3 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

2 月 7 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

2 月 13 日（月）

刈谷

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

2 月 17 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

2 月 21 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

未定

未定

定例会

ひよどり会

1 月 12 日（木）

チャーム

定例会

写楽会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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