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国際ロータリーのテーマ
ロータリーは世界をつなぐ
（インスピレーションになろう）
2660 地区のテーマ
Stand By You
（～あなたと共に～）
池田ロータリークラブのテーマ
はぐくもう！
ロータリーの友情

ikeda-rc@amber.plala.or.jp

2018～2019 年度ＲＩ会長バリー ラシン
RI 第 2660 地区ガバナー四宮 孝郎
■会長 近藤 秀一 ■副会長 林 功
■副会長 奥村 昌也 ■幹事 名村研二郎 ■副幹事 橋本 昌也
■親睦委員長 北林 寛崇
■広報･会報担当 福林

2019-20 年 会長

近藤

秀一

日曜日、冨士総合火力演習（自衛隊 実弾演習）の見学に御殿場まで
行って来ました。
チケットは 30 倍～100 倍。駐車場付きでは 100 倍です。転売は禁止
ですが、ネットを見ましたところ 10000 円～40000 円で出品されてい
ました。
私は返還前後、香港で暮らしておりましたが、街並みは変わりません
が、年々、報道・表現の自由が制約されていっています。数年前、香港
の政治雑誌に中国の政府に皮肉も込めてこんな記事が載っていました。
外交的になにかと物騒な状況にある現在、中国と日本が戦闘状態にな
るのではないかという危惧が聞かれますが、中国が本気で攻めてこない
理由、武力衝突になる可能性は、実は限りなく０に近い。一番の理由は、
自衛隊のクオリティの高さゆえ、中国側が自制している。武力じゃない
方法での侵略を模索している。規律がとんでもない。自衛隊ほど統制の
取れている組織は今の世界に存在しない。
一人の脱走兵もなく 一人の婦女暴行もなく 一人の無銭飲食もなく
こんな軍隊は世界のどこにもない。航空自衛隊の錬度がとんでもない。
航空自衛隊とまともに戦える軍は アメリカ軍だけである。
機体性能＝アメリカ、パイロット技術＝航空自衛隊である。但し日本は
第 2 世代型の戦闘機。アメリカは第 4 世代型の戦闘機で運動性の差で
は米国が圧倒的に優勢になるのだが、
日本のパイロットの技量で 2 世代
分のハンデが消える。第二次世界大戦で、ゼロ戦ＶＳマスタングが互角
に戦ったようなものである。
中国では、対日本の自衛隊機には、3 機で当たれ。2ＶＳ1 でも仕留め
きれいない。航空自衛隊より、海上自衛隊がとんでもない。特に、潜水
艦とイージス艦がすばらしい。潜水艦においては、日本には原子力潜水
艦はないのだが、エンジンの潜水艦の音がしない。日本製の車と同じだ
と。イージス艦においては、艦隊の対空管制コントロールしたうえで
100 発近い。ミサイル包囲網にも対応できる。
憲法改正が論議されるなか、自衛隊の理解と 国防にたいして考えさ
せられる一日でした。

慎二

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング
シェイクハンド
ゲスト＆ビジター紹介
出席報告
会長挨拶
幹事報告
委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

本日の卓話
「ダイハツ新車輸送
の御紹介」
卓話者：宮本

隆

様

（ダイハツ輸送（株）
社長）

戎

大輔

様

（ダイハツ輸送（株）
）

担

当：福林

愼二

会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤ニコニコ BOX✤

✤幹事報告✤
（地区より）
① ガバナーエレクト事務所開設のご案内
（近藤会長、奥村会長エレクト、名村幹事）
② 公共イメージ向上並びにクラブビジョン
策定セミナーのご案内
（近藤会長、奥村会長エレクト、名村幹事、
明石戦略計画委員長、福林広報委員長）

✤出席報告✤
出席報告

永田

大介

２ みんなに公平か

プログラム担当
ニコニコ 担当

幸田
宮田

伸明 会員
雅章 会員

近藤

秀一会長：池田地区募金会理事会のため、
少しだけ早退させていただ
きます。
橘高又八郎会員：ロータリーの友 9 月号 P.72
に載りました。
北野 紀之会員：入院、手術。今年になって 2
回目です。徐々によくなって
います。ありがとうござい
ます。
吉田 昌弘会員：母親の葬儀では有り難う御座
いました。
井上 裕子会員：娘の結婚祝いをいだだき、
ありがとうございました。
柴田 宜孟会員：欠席のお詫び。
北林 寛崇会員：欠席のお詫び。

会員

✤前回の卓話✤
○会員数 30 名
○出席数 22 名
○出席率 75.86％
○前々々回 89.66％（7 月 10 日）
メーキャップ
田嶋也寸志（7/3

理事会）

「最近の私の病気から
“水頭症”のはなし」
北野 紀之 会員
年を取ってくると色々と身体の障害がでてきます。個
人の家にしても会社の機械にしても資産として毎年毎年
減耗し修繕費が発生してきます。資産は財産です。私の
体もある意味資産であり財産です。財産には耐用年数が

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか

あります。人間で言えば耐用年数は寿命と言えます。
私は今年７９歳になります。現在の平均余命は男性８１
歳、女性８７歳です。私はあと平均寿命まで２年しかあ
りません。建物も故障が出れば修繕・補修をしなければ

で治療をしていました。確かに年をとると尿の問題も出
てきます。ＭＲＩ検査も年齢相応で大きな異常はありま
せん。１年後に経過を診ましょうと云うことでした。パ
ーキンソンでもなく、水頭症かなとも言われました。
「北野さんも８０歳になります。８０歳過ぎてからの手

なりません。身体に病気が出れば治療します。人間も各

術は難しくなります。袋を提げて動くのは大変です。手

年代に応じて故障が発生します。

術も考えてください。」といわれました。

私も１０程年前に、突然耳がおかしくなり、ガガガー
と蝉が鳴くような状態となりました。その内にツバでも

本当の話、どんな手術か知りませんが本音は嫌だったの
です。

飲んでおれば治まるだろうと自己流に診断していたので

今年の２月、病院から電話が入り最新の手術器具が入

す。そのうちに、音も大きくなり耳鼻科に行ったのです。

りました。出血も痛みも少なくどうされますかと言う連

「すぐに来ればよかったのに」と言われ左の耳が突発性

絡があり、即お願いしますと言うことで返事をしました。

難聴となり完全に聞こえなくなりました。本当に早期発

またまた入院、手術となったのです。

見早期治療ですね。しろうと判断は危険です。

入院が続くと今度は足腰が弱くなり、歩行困難となっ

それからは色々な面で支障や不都合が発生してきまし

て来ました。足の歩みもますます弱くなり歩行が以前の

た。一寸したことでつまずき、夜歩くのが怖くなってき

ように出来なくなって来ました。今度は東京の娘の関係

ました。団体行動でも他の人からもっと早く歩かないと

で元阪大の脳神経外科の専門の先生に“セカンドオピニ

といわれたり、話が聞こえなくなったり、障害がでてき

オン”としてみてもらうこととなり豊中市立病院を紹介

ました。又、坂道でこけたりして手首を折ったりもした

され検査を受けたのです。

のです。そのときは、年のせいだろうという気持ちでし

「正常圧水頭症」でしょうといわれました。

たが、だんだんと目が見えずらくなり、眼科に行ったの

水頭症の症状別紙（豊中市パンフレットコピー）

です。そして「白内障」と言われ早速手術も受けたので

・歩行障害の症状

す。通常白内障の手術は、日帰りと聞いていたので簡単

小刻み歩行（小股でよちよち歩く）

に考えていました。ところが、２日、３日たっても良く

開脚歩行（少し足が開き気味で歩く）

ならず、ちょうどスリガラスの向こうにボーと人が立っ

すり足歩行（足が上がらない状態）

ているといった感じでした。医者はドンドン良くなって

不安定で転倒することがある

いますといわれ安心していたのですが、やはり心配でし

第一歩がでない（歩き出せない）

た。もう一つ不信に思ったのは、現在、片方の目しか見

突進現象（うまく止まることが出来ない

えていないのに、来週もう一方の目の手術をします。と

・認知症の症状

言われ、私としたら両方見えなくなったらどうしょうと

物忘れ

心配したのです。とうとう知人の紹介で別の病院にいく

集中力、意欲・自発性が低下

事にしました。そこの先生は、即、これは網膜はく離で

呼びかけに対して反応が悪くなる

す。即手術しないと盲目になりますといわれ、即入院手

一日中ボーっとしている

術をしたのです。白内障の手術後、調子が思わしくない

表情が乏しくなる

ので脳の先生に尿の検査もしてほしいとお願いしたので

・尿失禁の症状

す。同じ病院でも診療科目が異なるとなかなか難しいの

頻尿（トイレが非常に近くなる）

です。診察の結果「前立腺肥大」か「前立腺がんの疑い」

尿意切迫（我慢できる時間が非常に短くなる）

と言われ、それから２年程度「服薬」と「自己導尿」

尿失禁
歩行障害があって間に合わない

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
・髄液シャント術による改善率
歩行障害の改善

９割前後

認知症の改善

７割前後

尿失禁の改善

７割前後

人との出会いは本当に有難いものです。どこでどうな

義捐金ＢＯＸ
8月21残高

161,421 円

8月28日分

735 円

っているか分かりませんが、ご縁だなと感じます。人の

162,156 円

ために役立つことが自分のためなんだなとも実感しまし
た。
最後にもう一つ、今回の病気で沢山のことを得ること
が出来ました。それは、息子が私、親父のことだけでな

ポリオプラス基金

く事務所のこと、お客さんのこと、社員のことを中心に
成長したことです。本当に感謝です。有難いことです。
「ロータリーの４つのテスト」を身につける事が大切だ

8月21日点残高

なとも思いました。お聞き苦しいこともあったと思いま

8月28日分

すが、私の病気のことで何らかのことを得られれば幸い

残高

です。どうも有難うございました。どうぞ皆さんも無理

2,645 円
518 円
3,163 円

をせず体に気をつけて頑張って下さい。

9 月スケジュール
4

水

3147 回例会

9

月

3148 回例会

ニコニコ箱の累計
8 月 28 日現在

276,500 円

池田くれはＲＣとの合同例会
（文化会館 18：30～）
11

水

休会（9 日の振替）

18

水

休会（祝日週）

25

水

3149 回例会

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

奉仕の理想
奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いて輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

9 月 9 日（月）例会

「池田くれはＲＣとの
合同例会」
場

所：池田市民文化会館
3 階イベントスペース

例会時間：18：30～19：30

