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■司会 副ＳＡＡ        渡邉 佳寛 君 

■点鐘  会 長         宇賀神裕一 君 

■ロータリーソング                我らの生業 

■ゲスト     芳賀赤十字病院院長 安田 是和 様 

                  総務課長 鈴木 和幸 様 

■会長挨拶     会長  宇賀神裕一 君 

皆様。こんにちは。 

まず始めにお客様

のご紹介をさせて頂き

ます。芳賀赤十字病

院院長 安田是和

様、同じく総務課長鈴

木和幸様、お忙しい中

ようこそ起し下さいました。本日は『５０歳から見直す健康管

理』という卓話をして頂きます。どうぞ宜しくお願い致しま

す。 

今年もあますところ２週間ちょっととなり、当クラブの事業

も今年は本日と来週２２日の忘年家族例会を残すのみとな

りました。２２日は、多くの会員並びに家族の参加を頂き、

楽しい時間を過ごして新年を迎えたいと存じます。設営さ

れる岡本親睦活動委員長及び委員会の皆様、どうぞ宜し

くお願い致します。 

さて、忘年会を調べてみますと、「年末に催される宴会

の事である。一般的には、その年の苦労を忘れるために執

り行われる宴会について言う。」とあります。「年末にその年

の慰労を目的として執り行われる宴会」と言う意味付けで

は、台湾の「尾牙（ｳｪｲｰﾔｰ）」など、東アジア圏における

共通の文化を見出すとこができるが、英語文化圏に於い

てはクリスマスと対比させた非宗教的な行事と理解されて

おり、英語として単純に BOUNENKAI などが充てられてい

るように、日本固有の文化として考えられる場合が多いとさ

れているようです。 

忘年会は会社や団体によって担われる納会型のもの、

私的交友関係や家族間で執り行われる年忘れ型のもの、

戦後急激に伝播した企業忘年会型のものなど様様な形態

があるようです。忘年会の起源ははっきりとは判っておら

ず、「としわすれ」という言葉を用いた最古の例としては、室

町時代の記録としてる年末に催された連歌会が大変に盛

りあがり、その様子がまるで「としわすれ」のようだと述べたも

ので、この頃には既に民衆行事として「としわすれ」と呼ば

れる酒を飲んで乱舞する行事が存在していたことを示して

いるようです。江戸時代には、特権階級の人々の中で一年

の憂さを晴らす行事になって、近代の忘年会がお祭りムー
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ドに変化したのは明治時代からとのことです。ともあれ来週

は楽しく飲みましょう。以上、会長挨拶とさせて頂きます。 

■幹事報告              幹事  市村 忠男 君 

 斗六公式訪問記をロー

タリーの友編集部に投稿

致しました。掲載せれるか

どうかは不明ですが、皆

様ご期待下さい。 

■委員会報告       親睦委員会  大越 正和 君

 次週１２月２２日は、忘年

家族例会となります。会員

の皆様のご理解を頂き、

総勢１３７名の参加者となり

ました。親睦委員会一同

心より感謝 

申し上げます。又、１月１２日の新年例会宜しくお願い致しま

す。 

青少年奉仕委員会  坂本  光 君 

１月７日（土）は、真岡ロ

ータリー杯少年サッカー

大会を行います。当日の

開会式並びに、懇親会の

参加を宜しくお願いします。

又、懇親会でのプレゼント

抽選会の景品のご協力も宜しくお願い致します。 

■スマイルボックス報告           角張 真之 君

宇賀神 裕一君  芳賀赤十字病院安田院長様、鈴木総

務課長様、本日は宜しくお願いします。

今年も本日と次週の２回となりました。

皆様宜しくお願いします。 

市村 忠男君    芳賀赤十字病院院長安田是和様、

鈴木総務課長、来訪頂きありがとうご

ざいます。本日、卓話宜しくお願いしま

す。健康を考える年齢になりました。斗

六訪問記を昨日「ロータリーの友」に投

稿しました。掲載されるかわかりません

ので、配布させて頂きました。 

金子 正男君   芳賀赤十字病院長安田是和様、卓話

宜しくお願いします。弊社も新病院に敷

地を提供しましたので、今後共宜しくお

願い致します。新入会は早目にお願い

致します。 

杉本 久夫君    今年も一年終わろうとしています。来

年は酉年私の年です。良い一年であり

ますように。 

篠原 宜之君    安田先生、本日の卓話ありがとうござ

います。折角ですが商工会議所の会

議でお聴きできませんが、皆様楽しみ

にしておりましたので、宜しくお願い致し

ます。 

岡本 俊夫君    安田院長、本日はありがとうございま

す。もし、真岡 RC 会員の中で日赤後

援会に入会されていない方がいました

ら私の方迄、お申しつけ下さい。因に

会長は篠原宜之 PP です。太田君、奉

仕作業、ご苦労様です。次回はクリス

マス家族例会よろしく！！

福原 一郎君    芳賀赤十字病院 安田様、本日はお

越し頂きまして、ありがとうございます。 

石塚 龍夫君    安田院長、本日は卓話誠にありがとう

ございます。楽しみに拝聴させて頂きま

す。又、本日のご縁を機会に当真岡

RC にご入会頂けましたら、この上ない

喜びに存じます。ご検討の程、宜しくお

願い申し上げます。 

豊田 光弘君    安田院長様、卓話「５０歳から見直す

健康管理」しっかり拝聴させて頂きます。

宜しくお願いします。 

渡邉 佳寛君    芳賀赤十字病院院長安田是和様、

総務課長鈴木和幸様 ようこそいらっし

ゃいました。健康管理のお話で真岡ロ

ータリークラブ会員をお救い下さい。 

平石 典嗣君    皆様、お寒い中ご苦労様です。会社

で本日インフルエンザ感染者第３号が

出ました。私は予防接種をしたので、

大丈夫だと思いますが、皆様健康には

気をつけましょう。 

田崎 義典君    安田院長様。本日は講師として卓話

頂き、ありがとうございます。地域医療

発展の為、益々のご活躍を祈念致しま

す。  
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本日もたくさんの

スマイルありがと

うございました！

角張 真之君    安田院長様、卓話ありがとうございま

す。じっくりと伺わせて頂きます。 

■外部卓話講師紹介 プログラム委員会 田崎 義典君

 芳賀赤十字病院院長、

安田是和（やすだ よしか

ず）様の略歴をご紹介さ

せて頂きます。 

昭和５１年３月 北里大学                            

医学部卒業 

昭和５１年６月 自治医科大学付属病院レジデント（消化

器・一般外科） 

平成 １年８月 デンマーク・コペンハーゲン大学外科留学

（平成２年９月帰国） 

平成 ４年４月 自治医科大学救急医学助教授 

平成１５年 ３月 自治医科大学付属病院中央手術部教授 

平成１９年１０月 自治医科大学消化器・一般外科学講座

主任教授 

平成２４年４月 自治医科大学付属病院病院長 

平成２７年４月 芳賀赤十字病院病院長 

■外部卓話  芳賀赤十字病院病院長 安田 是和 様 

演題 『５０歳から見直す健康管理』

 一昨年より芳賀赤十字

病院病院長を仰せつか

っております、安田でござ

います。本日はお招き頂

きありがとうございます。   

簡単に自己紹介をさせて

頂きます。栃木に参りまして４０年になります。私の人生の師

匠であります、当時自治医科大学初代外科教授でありまし

た森岡恭彦先生を慕って参りました。森岡先生は、昭和天

皇の手術の執刀医でもありますが、正に外科医学の第一

人者であります。当初は、５年ぐらい勉強させて戴いてと思

っておりましたが、気が付いたら４０年になってしまいました。 

専門は肝臓でございます。今までに生体肝移植の症例

は 250 になります。 

 栃木県には 6 つの医療圏があります。この芳賀エリアは

県東医療圏に属しますが、約半数の患者さんが県南エリ

アに、２割の患者さんが宇都宮エリアに流出しております。

今後医療需要はさらに増え１．５倍になるものと予想されて

おります。我々は県東エリア内での医療完結をめざして、

関係機関と連携を図り努力しているところでございます。 

又、救急医療に付きましては、県内第３位の受け入れをし

ております。医師１人あたりの患者数も、自治医科大学の約

１０倍診ております。地域医療の質の向上を図り努力して参

ります。 

 ５０歳から見直す健康管理は、何と言っても死因ナンバー

ワンの癌の早期発見・早期治療に限ります。健康診断を定

期的に行って下さい。しかし完璧ではありません。重粒子

線治療等先進医療は、保険適用外ですので高額な医療

費がかかります。任意の癌保険の加入も検討下さい。サプ

リメントは全く効果はありません。たばこは間違いなく癌のリ

スクが上がります。先進国の中で日本は喫煙率が非常に

高いです。とても恥ずかしい事です。東京オリンピック開催

までに、たばこはやめましょう。最後にがんを防ぐための１２

箇条を申し添えます。本日はありがとうございました。 

がんを防ぐための１２箇条 

1. たばこは吸わない 

2. 他人のたばこの煙はできるだけ避ける 

3. お酒はほどほどに 

4. バランスのとれた食生活を 

5. 塩辛い食品は控えめに 

6. 野菜や果物は不足にならないように 

7. 適度に運動 

8. 適切な体重維持 

9. ウイルスや細菌の感染予防と治療 

10. 定期的ながん検診を 

11. 体の異常にきがついたら、すぐに受診を 

12. 正しいがん情報でがんを知る 

■出席報告

出席委員会   淡路  晃 君 
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■１2 月 15 日までのスマイルボックス 

本日のプログラム 

１２/15木)  外部卓話 

次回のプログラム 

1２/22 (木)   

忘年家族例会 

7月出席率 8月出席率 9月出席率10月出席率11月出席率12月出席率1月出席率 2月出席率 3月出席率 4月出席率 5月出席率6月出席率

95.05% 93.39% 94.03% 86.69% 91.91%

※例会欠席はAM11:00までに必ずTEL.0285(84)2511 FAX.0285(84)2510 にて事務局までお知らせください。

在籍　53名

例会日 出席義務 事前MU 事後MU 出席者 内免除者 欠席者 出席率 月間出席率

補正後　  12月1日 49 3 0 42 0 4 91..84%

本日　    12月15日 49 8 - 36 0 5 89.80%

出席免除者４名（有資格者　3名　＋　有理由者　１名）

前回までのスマイル繰越金 1,102,000

会員 34,000

ビジター 0

本日のスマイル合計 34,000

スマイル今期累計 1,136,000

前回までの米山繰越金 29,263

米山

米山今期累計 29,263

合計金額 1,165,263

（１月）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月間予定（12月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


