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　本日は今や国民病とまで言われるように
なった「認知症」のお話をしたいと思います。認
知症には３大認知症と言っておよそ半数はア
ルツハイマー型認知症、次に多いのがレビー小
体型認知症、そして血管性認知症と続きます。
　厚労省の推計値によりますと認知症患者は
10年後の2025年に700万人を突破
　65 歳以上の５人に一人が認知症になると言われます。
　元東大医学部教授の奥様の話の新聞記事がありましたの
で紹介したいと思います。７年前教授は若年性認知症と診
断された。まだ 54 才だったその教授は東大病院の脳神経外
科医として多くの患者を救いその後、東大医学部国際地域
保健学の専門家として世界を舞台に活躍していました。奥
様と二人暮らし。妻である京子さんはこう振り返る。
　東大教授として赴任した２年後に主人は自分で字が書け
なくなったことに気づいたんです。後で本人の日記が出て
きてから分かったんです。「漢字が書けない。おかしいどう
したのか。漢字の練習をしなければいけない」と書いてあっ
た。文末には『Dementia ディメンシア＝認知症ではないか』
の一言があった。
　私はそれを見て主人は自分のことを認知症じゃないかっ
ていう不安が心の中にあったんだと思いました。同じ屋根
の下で暮らしている家族でも異変は感じにくかった。大分
後になってから道に迷ったことやＡＴＭの操作ができにく
くなったこと、ネクタイが結べなくなったなど、周りに医師
の友達もいたでしょうが誰かが私に言って下さればもう少
し早く気が付いたのかもしれません。でも認知症は本人や
家族に向かって言いづらい病気、同じ話を何度もするなど

違和感を覚えたものの認知症を疑えずにいた。しかし症状
は悪化の一途をたどり奥さんの勧めで病院を受診、認知症
であることが判明。定年をあと１年残して 59 歳で東大を辞
職。診察結果が受け入れられない夫の姿があった。「なんで
僕がこんな病気にならなくちゃならないのか」と大変な悩
みようでした。以上が奥様の記事であります。
　今、行政も認知症サポーター要請講座なるものをスター
トして見守りサポーター協力事業所等の登録を始めていま
す。指宿市に於いては南日本新聞で紹介記事がありました
が 18 の郵便局に登録証とステッカーが贈られた。見守りサ
ポーター協力事業所は日常業務を通し、気づいた高齢者の
異変を地域包括センターに連絡して早期支援につなげてい
く。又、県警察は県下の全警察官を対象に認知症発見講座を
実施しました。（徘徊している認知症の人が名前と住所を答
えたため認知症を見逃した例が続出したため。）又、熊本県
警では認知症のドライバーによる交通事故の増加に伴い運
転免許センターに看護師を配置し高齢者ドライバーの相談
や医療機関への受診勧奨等を行っている。治療薬には代表
的なものにアリセプト、メマリー、レミュールなどアルツハ
イマー型の認知症の進行を遅らせる為の処方薬があります。
「物忘れ外来」を標榜している病院、クリニックに行けば診
断してくれます。軽度認知症（ＭＣＩ）つまり健常者と認知
症の中間の段階（グレーゾーン）の内に対処していくことが
最も大事である。認知症ネットで「頭の健康診断」を検索す
れば有料ですが簡単にＭＣＩの診断がわかります。身近な
人に認知症になる人がいるかもしれません。いやあなた自
身かもしれません。皆さんある日突然２、30 年連れ添った最
愛なる人から「おまんさあ、だいさあござしたか？」と言わ
れませんように覚悟の日々を。　　

「第30回国民文化祭・かごしま2015」いよいよ今秋開幕！

第 30 回国民文化祭鹿児島市実行委員会
事務局長　瀬戸口　栄子

　日本最大の文化の祭典、「第 30 回国民文化祭・かごしま
2015」が 10月 31 日（土）から 11月 15 日（日）までの 16日間、
県内全 43 市町村で開催されます。
　そのうち、本市が主催する 14 の事業では国内トップレベ
ルの舞台芸術等を披露します。
　「吹奏楽の祭典（有料）」、「マーチングバンド・バトントワー
リングの祭典（有料）」では全国大会金賞の常連である精華女
子高等学校が特別出演し、「オーケストラの祭典（有料）」で
は、本市出身の指揮者、下野竜也さんなどをお招きします。
　また、「合唱の祭典（無料）」では、テレビでも活躍中の作曲
家・舞台音楽家である宮川彬良さんのステージを企画して
おり、「ダンススポーツフェスティバル（無料）」では、北海道

出身で全日本選手権ラテンダンス７
連覇中の久保田弓椰さん、蘭羅さん兄
妹がゲスト出演します。
　そのほかにも、「大薩摩焼展（無

料）」、「本場大島紬フェスティバル（無料）」、「大正琴の祭典
（無料）」、「能楽の祭典（有料）」、「現代劇の祭典（有料）」、
「ティーンズアートフェスティバル（有料）」、「小倉百人一首
かるた競技全国大会（無料）」、「洋舞フェスティバル（有
料）」、「オペラの祭典（有料）」を開催します。有料事業（一部
の事業を除く）については、十字屋CROSS、山形屋、市民文
化ホール、谷山サザンホール、セブンイレブン、サークルＫ
サンクス、チケットぴあで入場券を絶賛販売中です。
　本市では１年前、300 日前、200 日前、100 日前と節目の機
会に、県と共にイベントを実施しているほか、文化団体や市
関連イベントや会議、市政出前トークなど、様々な場所で
PR を行っております。今後とも、事業の内容について理解
が深まるよう、本番に向けてＰＲ活動に一層力を入れてま
いります。
　多くの皆様の参加を得て、国民
文化祭を成功させたいと思います
ので、是非会場にお越しいただき、
鹿児島ならではの国民文化祭を存
分にご堪能くださいますよう、お
願い申し上げます。
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平成27年９月７日　第1783回例会

2015～2016年度  国際ロータリー会長　K.R.“ラビ”ラビンドラン
●会　長　宇都　和治　　●幹　事　深野木　信　　●編　集　広報・雑誌・IT委員会

四つのテスト　　言行はこれに照らしてから　❶ 真実かどうか　❷ みんなに公平か　❸ 好意と友情を深めるか　❹ みんなのためになるかどうか

前回例会出席率
74.45%

本日のプログラム 情報集会報告 ９月 基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間

国民文化祭前知識国文祭



Ｒソング：「四つのテスト」
職業宣言唱和　　
ゲスト紹介：ゲスト卓話者＝中　豊司様　　

鹿児島市市民局市民文化部国民文化祭室長
　　　　　　　　　　　　　山口　裕海様　

鹿児島市市民局市民文化部国民文化祭室
ベストフレンド＝ライコー㈱代表取締役社長　加島　繁様
会長挨拶：会長　宇都　和治君
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　①市内RC例会プログラム９月分
２）９月　ロータリーレート　１ドル＝124円（現行124円）
３）次週　9/7（月）例会プログラム

　　　　　「情報集会報告」第１班～６班　世話人
　　　　　　例会終了後　定例理事会開催
卓話：ゲスト卓話者紹介＝プログラム委員長　森園千廣君
　　　　　　　中　豊司（あたり　とよし）様
　　　　　　　「第30回国民文化祭・かごしま2015」
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出席報告

次 回 例 会　平成27年9月14日（月）

会員数 出席数 出席率

会員卓話＝川村浩嗣君
　「生命保険業界の現状について」

8月31日のスマイル  小計 12,508円　2015～2016年度　累計159,992円

●中原　勲君／連続出席表彰ありがとうございました。
●本坊　修君／先日、ローマ・ナポリ・ミラノへ行ってきました。ナポ
リ姉妹盟約55周年の記念行事でした。ヴェスヴィオ山は初めてですが錦
江湾の桜島と同じ風景で感激しましたがやはり鹿児島が最高！
●森園　千廣君／本日の卓話、「国民文化祭前知識」のゲスト卓話者と
して「鹿児島市民局市民文化部国民文化祭室長」中豊司様には、何かと

　　　　　　　　　　　　　ガバナー　野中　玄雄
　皆さまこんにちは。ガバナーの野中です。
　本日は、年度恒例の公式訪問にあたりまして、鹿児島中央 RC 宇都
和治会長・海江田順三郎パストガバナーはじめ会員皆様には、親しく
歓迎頂き誠に有難うございます。また、当クラブにおかれては地区委
員会活動に対しては、米山学友委員会委員長に椨　茂吉会員を輩出
頂きお世話になっております。
　さて、本日は例会に先立ち会長・幹事との事前懇談。その後、新会員
皆様・女性会員並びに配偶者（ご夫人）との有意義な懇談会の機会を
設けて頂きました。その際、宇都会長から、クラブ概況と今年度の活動
方針を懇切にご報告いただきました。本年創立 40 周年を迎えられ、新
たなる飛躍に向けて会員 57 名一丸となって、素晴らしいクラブづくり
に邁進されておられることを伺いました。　中でも、宇都会長からは

「寛容の精神で友情の絆」のクラブテーマが掲げられ、命題とされる会
員増強や出席率向上（年２回の 100％例会）を重点事項とされておりま
す。さらには、RI 会長賞プログラムへの挑戦やローターアクトクラブ
の目覚ましい発展ぶり、年輪会の開催などは、さすがにガバナー輩出
クラブの実力であります。
　RI（国際ロータリー）におきましても、会員増強はポリオ撲滅と並ぶ
最重要事項です。また、地区においては出席率向上も同様の課題であ
ります。私はこれらの課題に対して、今年度 RI テーマ「世界へのプレ
ゼントになろう」と地区テーマ「奉仕は力！活かそう例会」を掲げて具
体的に取り組んでおります。一つに、公式訪問例会に対する配偶者（ご
夫人）のご出席依頼です。本日は本当に有り難くも、クラブ夫人会「ひ
まわりの会」メンバー 8 名がご参加下さいました。うれしい限りです。
今後のクラブ発展を図る上で、ご夫人のロータリーへの理解と応援は
不可欠です。
　近隣の韓国や台湾のクラブでは会員が年々増強されています。その
要因を尋ねますと、女性会員の増加と配偶者の参加協力が挙げられて
います。何しろ、夫人は今日では RI の職業分類上「家事」業とされ、会
員増強の対象ともされています。そう考えますと、ご夫人の会員増強
はともかくとしても、ご夫人方からのクラブ支援を頂きたいものです。
ちなみに、私の所属する延岡東 RC では、30 年前からクラブ夫人会「カ
トレア会」を結成しております。貴クラブと同様であります。この「カト
レア会」が実は、我がクラブの一番の理解者であり協力者です。クラブ
の出席率や米山・財団の協力も陰から支援してくれております。いず
れに致しましても、女性会員の増強も急がれますが、家庭や職場の皆
さんの応援は、クラブの活性化に欠かせません。まさに「家族・職場と
共にロータリー」であります。
　つきましては、今年度「ロータリー・アピールポスター」を作製しま
した。地区内全会員宛てに 2 枚ずつ郵送いたしております。お手元の
A サイズのチラシはその縮小版です。そして、ポスターは家庭に 1 枚・
職場に 1 枚、貼っていただくものです。何より、このポスターを通じて
身近な人にロータリーを伝えてもらいたいと思います。ポスターの内
容は、チラシの通り、RI テーマ「世界へのプレゼントになろう」を頭に
かかげ、中心にはテーマロゴマークとテーマの原語〝Be a gift to the 
world〟を置いています。また、上段の写真に「ポリオ撲滅」「水と衛生」

「東日本大震災被災地児童・生徒支援の福島キッズ」。そして、中段に
は「ポリオ予防接種活動」やこの 4 月の〝お大師さん〟のお祭りで延
岡市内 3RC 合同開催の「ポリオ撲滅ロータリーデー・街頭募金」。さら
には、下段には４つのテスト、ロータリーの目的、ロータリーの行動規
範も並べております。

　このポスターやチラシを通じて、ご家族や職場の皆さん或いはご友
人・知人にロータリーを伝えて頂きたいのです。例えば、ロータリーと
ライオンズの違いは何ですかと、尋ねられた場合もこのチラシを縮小
コピーするなどして、いつも携帯しておけば、少なくともロータリーの
趣旨・目的・活動ぶりは伝えられるはずです。
　何より、ロータリーの根幹となる精神は「奉仕の理想」であります。
今では「奉仕の理念」と言いかえられてはおりますが。ですから、私達
ロータリアンは「奉仕」の意味を学び、日常生活に生かして行くことを
理想とするわけです。ご承知のように、「奉仕」の原語は「サービス」で
す。日本では、当初このサービスを奉仕と翻訳するのは、いかがなもの
か。奉仕とすると、御礼奉公・滅私奉公の意味にも通じ、「サービス」の
意味する所から、外れてしまう。との意見がありました。ロータリーの

「サービス」は、言語のまま「サービス」とすべきと強く主張したロータ
リアンが当時多数いました。英語に精通したグループです。あの米山
梅吉氏もその一人でした。米山氏のロータリー語録では「奉仕の理想」
ではなく「サービスの理想」とつづられております。いずれにいたしま
しても、「ロータリーの奉仕」とは何か。それは、ロータリーの二つの標
語の「超我の奉仕」と「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる。」が
答えとなります。しかし、この答えは今一つ難解です。
　実は、この難解な答えを分かりやすく伝えるメッセージが RI 会長
の掲げる年度テーマです。このテーマこそ「世界へのプレゼントにな
ろう」であります。ラビンドラン RI 会長は、次の言葉を添えてテーマ
の説明を行っています。「結局の所、私たちの人生の価値は、どれほど
得たかではなく、どれほど与えたかによって判断されるのです。」この
言葉には、胸打たれます。そういう訳で、私は地区モット―を「奉仕は
力！活かそう例会」としました。相手に対して、心からなる奉仕。それ
を今回 RI テーマではギフト・プレゼントの言葉で表現しております。
まさに、ロータリーの奉仕の精神を換言したものです。RI 会長によれ
ば、プレゼント（ギフト）は「お返し、恩返し」と述べております。
　さらに、会長は次のように述べています。「ロータリーは、私たちの
資質を引出し、それを人生で生かす道をみつけてくれます。」と。まさ
に、例会出席や会員増強・退会防止の意義を言うものです。このように、
ロータリーの基本となる「奉仕の精神」を今後、私達ロータリアンはさ
らに広く社会に伝えて行かねばなりません。より良き地域社会を築く
ために、ひいては世界平和を願うためにも、邁進せねばなりません。会
員増強の意味もここにあります。そのためにも、ポリオ撲滅運動はじ
めクラブ独自の社会奉仕活動の推進は大切です。これは、単にロータ
リー PR に留めず、他の団体・グループのあらたなる活動指針の参考
となるはずです。その点、地元メディアとの連携を良く図りたいもので
すね。
　ロータリーは何より例会が基本です。そのためには、やはり出席で
す。出席こそクラブへの第一のプレゼントです。
　終わりに、今年の 10 月 16 日（金）～ 18 日（日）の地区大会、あらため
て多数のご参加をお待ちします。当日は、特別講演にジャ―ナリスの
櫻井よしこさん。そして、田中作次 RI 元会長によるセミナーも計画し
ております。
　さらに、来年 5 月 27 日（金）～ 29 日（日）は韓国ソウルでの国際大会
です。日本からは 1 万人。当地区からは、200 人を目標に募集しており
ます。世界のロータリーにご一諸に触れてみて、新たな感動触れてみ
ましょう。尚、国際大会の取りまとめは分区単位でお願いします。クラ
ブ会長から、ガバナー補佐に参加予定者をお伝え下さい。第一次締め
切りは 8 月末日です。
　いずれに致しましても、鹿児島中央 RC 様の今後益々のご発展と当
年度の大成功を心からご祈念致します。ご清聴ありがとうございまし
た。

御多忙の中、我がクラブの例会におこし下さいまして、誠に有難うござ
います。卓話楽しみにしております。
●下村　哲也君／誕生日祝ありがとうございました。８月12日を以て、
40歳になりました。不惑にはまだ程遠い身ではございますが、頑張って
いきたいと思います。
●情報集会１班／８月28日情報集会１班を開催しました。メンバーは川村、
原田、尾辻、里、西元、石崎と宇都会長にオブザーバーとして出席いただ
きました。とても有意義な会になりましたのでスマイルいたします。

鹿児島中央RC公式訪問アドレス（要旨）鹿児島中央RC公式訪問アドレス（要旨）

あたり   とよし


