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例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(18:30点鐘）      第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

2010～2011年度

第 20巻 39号

2011年 5月 12日

■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

地域を育み、大陸をつなぐ地域を育み、大陸をつなぐ

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●

クラブ奉仕を通じて地域への貢献を

■■　本日のプログラム　■■

イニシエーションスピーチ　伊縫文哉君

　　　　　　　　   　　久松　但　会長

福島第一原発から20km、第二原発から8kmの位置に

JFAアカデミー福島があります。JFAアカデミー福島

は、サッカー選手のエリートを養成するため、日本

サッカー協会が進める中高一貫教育の養成システムで

す。フランスのクレールフォンテーヌ国立研究所をモ

デルに、平成18年4月に開校し、生徒は近郊の専用宿

舎から地元の公立中学・高校に通学して学生としての

学校教育を受け、放課後にサッカーの指導を受けると

いうものです。しかし、東日本大震災に伴い、Jヴィ

レッジは自衛隊の活動拠点として使用されたため、生

徒たちは、その活動拠点を裾野の時之栖スポーツセン

ターに一時移転しました。移転後、中学生63名は御殿

場市立富士岡中学に、高校生62名は県立三島長陵高校

で学校教育を受けることになりました。

Jヴィレッジは、16年前、建設費130億円を東京電

力が全額負担して完成したものです。130億円という

金額は、福島第一原発7･8号基の建設費1兆3千億円の

1％で、原発建設の見返りとして、地域振興策という

形で東京電力が負担したものです。しかし、現実に

は、電気代として東京電力区域内の住民が負担するこ

とになるわけですから、今回の東日本大震災により、

その建設費が無駄になるのではないかと心配していま

す。

ところで、毎年8月の第一週に、Jヴィレッジで全

日本少年サッカー大会が実施されます。今年は、この

大会が時之栖スポーツセンターで実施されます。各県

の予選を勝ち抜いた48チームの子供たち約1,000人が

裾野にやってきます。家族やコーチ、大会関係者を含

めると3,000人ぐらいになるかもしれません。大会は

一週間程度かかりますから、周辺の宿泊施設やレスト

ラン等も忙しくなりそうです。

さて、本日は、伊縫文哉君によるイニシエーショ

ンスピーチです。卓話よろしくお願いします。

５月のプログラム

946回 18:30

5月19日(木)

ブケ東海 　外部卓話　

㈱スタート代表取締役 露木正樹様

947回 12:30

5月26日(木)

ブケ東海  会員卓話

本村文一君

６月のプログラム

948回 12:30

6月02日(木)

ブケ東海  創立20周年記念例会

実行委員会

949回 12:30

6月09日(木)

ブケ東海  1年を振り返って

久松会長・重光幹事     理事会⑫

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

945 回 22名 19名 - 86.36%

943 回 22名 13名 2名 68.18%

●欠席者(3名)

　大竹　学、杉山壽章、鈴木良則

●他クラブへの出席者　

　植松　正（4/28　インターアクト例会）

●スマイル報告

1.成田みちよ：入会記念日のお祝いありがとうござ

います。

2.成田みちよ：所用につき早退させていただきます。

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 成田みちよ

◆◆第945例会　会長挨拶◆◆
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幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津柿田川ロータリークラブ

　5月16日(月）→15日　早朝清掃例会　

　　　　　　　＜MU受付→16日・11:30～12:30＞

②沼津ロータリークラブ

　5月13日(金）裁量休会。ﾒｰｷｬｯﾌﾟはできません。

③御殿場ロータリークラブ

　5月12日(木)　早朝例会（探鳥会）

④富士宮ロータリークラブ

　5月16日(月）特別休会

　5月23日(月）→5月21日(土）近江八幡交歓例会　

　　　　　　　於：舘山寺温泉（ホテル九重）

　5月30日(月）夜間例会　点鐘　18:30

　6月27日(月）夜間例会　点鐘　18:30例会場未定

⑤新富士ロータリークラブ

　5月17日(火）夜間例会（音楽会）

2.連絡事項

①本日は理事会があります、理事の方は宜しくお願い

　します。

イニシエーションスピーチ

　 

　伊縫文哉君

　私は昨年6月に岐阜より沼津

の地に赴任してまいりました。

良い機会でもありますので、岐

阜のことを少し紹介させていた

だきます。

　「岐阜」という地名の由来については諸説ありますが、

中でも美濃を攻略した織田信長が、中国の故事にならい

「天下太平と学問の地」となることを願い改称したとす

る説が有名です。

　岐阜は日本のほぼ中心に位置し、交通の要所でもあり、

その為か古来より数多くの戦いの歴史が刻まれています。

中でも特に有名なのが、1600年に起こった、天下分け目

の関ヶ原の合戦です。

　今でも、信長・秀吉・家康をはじめ名だたる戦国武将

の足跡を残す名所旧跡が数多く点在しております。

　また、江戸時代の俳人・松尾芭蕉の「奥の細道」むす

びの地で有名な大垣も岐阜市からさほど遠くないところ

にあり、歴史に興味をお持ちの方は、是非一度お出かけ

下さればと思います。

　「光陰矢の如し」の言葉どおり、新天地での1年が瞬

く間に過ぎようとしております。岐阜から出たことのな

い私にとって、知らない土地での単身生活は、何もかも

が未経験で、不安と戸惑いの毎日でしたが、目にする事、

耳にする事が全て新鮮で、岐阜の地に居ては味わうこと

のできない貴重な経験を積ませて頂け、又多くの方々と

の出会いにより、人生の広がりを実感でき、忙しくも充

実した日々が送れることに感謝する毎日です。

　長い人生を歩む中、何が起こるか予測はつきませんが、

悔いなき人生を歩むため、自らの運命に逆らわず、前向

きに歩んで行くことを自身に誓い、この地に参りました。

この度、沼津西ロータリークラブに入会させて頂き、少

なからず社会貢献に目を向ける機会をいただいた事に感

謝し、同時に自己研鑽の場として生かしてまいる所存で

す。

  

理事会報告

1.協議事項

①6月度プログラム　クラブ運営委員長宮島賢次君

　提案のとおり承認する。

②千本浜清掃について

・清掃活動：6月12日（日）午前10時00分栗原自動車に 

　集合

・慰労会：同日午前11時30分コーア建設㈱南側にて開始

・その他予算等についても提案のとおり承認する。

③さよなら例会について

　提案のとおり承認する。

④大竹学君の休会について

　平成23年6月末までの休会を承認する。

⑤5月19日（木）のプログラム変更について

　外部卓話への変更を承認する。

⑥外部卓話者の謝礼について

　1万円とする。

2.その他

①沼津市商工会の機関紙（ウイング原）の広告掲載続行

について

　例年どおり継続する。

本村（　２　）

重光（　③　）

-------------------------4月分出席一覧 -----------------------

久松(２，１） 井上( ③ ）+１ 伊縫(　③　) 栗原(　③　) 宮島( ③ )+２ 宮口(　１　)

名古（③）+１ 成田(１、１) 大村(１，１) 大竹(　１　) 尾島(　１　) 芹澤貞(１，２) 芹澤和(１，１)

杉山真(③)+２ 杉山壽(０，１) 鈴木博(　③　) 鈴木泰(　③　) 鈴木良(　２　) 植松( ③ )+２

渡辺( ③ )+１

例会出席％　84.09　% 地区報告％　87.50　　%

氏名(ホームクラブ出席数、他クラブ出席数)＋超過出席数。丸数字はホームクラブ出席100%を示す。
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例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(18:30点鐘）      第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

2010～2011年度

第 20巻 40号

2011年5月19日

地域を育み、大陸をつなぐ地域を育み、大陸をつなぐ

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●

クラブ奉仕を通じて地域への貢献を

■■　本日のプログラム　■■

外部卓話　㈱スタート 代表取締役 露木正樹様

　　　　　　　　   　　久松　但　会長 

今年の2月に、市内の全ての小中学校41校に、

太陽光パネル等の発電施設が設置されました。5

月15日の広報ぬまづにも記載されましたが、この

見学会が5月28日（土）に大岡南小学校と原東小

学校、5月29日（日）に開北小学校と静浦小学校

で行われます。

沼津市の教育委員会では、このソーラーシス

テムを配置することで、児童・生徒の環境教育の

教材として役立てていく予定で、経済的にも、学

校で使う電力の約１割を太陽光発電で賄うつもり

です。

東日本大震災の後、自家発電機器としてソー

ラーシステムが注目されましたが、多くの場合、

電力会社に売却することが想定され、単独で電気

を使用するような装置にはなっていないようです。

沼津市の学校でも同様で、単独では電気を使用で

きない模様です。　

この太陽光発電施設については、国の補助金

が9割を超えるため、総事業費10億7,600万円のう

ち、沼津市の負担額はわずか8,500万円です。沼

津市議会でも、設置までに何度も問題にされた事

業ですが、アメリカのSolyndra社が開発した蛍光

灯のような太陽電池は、出力が太陽の位置に左右

されにくく、下面となる屋根からの反射も含めた

360度の発電が可能で、水平な屋根に傾けずに設

置するため屋根の面積を有効活用できるなど、メ

リットも多く最近では日本でも多く使用されはじ

めているようです。

市議会では、校舎の屋上に固定されないため、

風で飛ばされるのではないかと懸念したようです

が、蛍光灯のような太陽電池の間を風が抜けてい

くため、実際にはむしろ風に強いようです。実際

に見てみると、かなり重量感があり固定もされて

いるため、風で飛んでしまうことはなさそうです。

話題のソーラーシステムですので、月末の土

日、都合のいい日に近くの小学校に見に行っては

どうでしょうか。

５月のプログラム

947回 12:30

5月26日(木)

ブケ東海  会員卓話

本村文一君

６月のプログラム

948回 12:30

6月02日(木)

ブケ東海  創立20周年記念例会

実行委員会

949回 12:30

6月09日(木)

ブケ東海  1年を振り返って

久松会長・重光幹事     理事会⑫

950回 18:30

6月16日(木)

ブケ東海　ガバナー補佐期末訪問　

 ガバナー補佐 

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

946 回 22名 15名 - 68.18%

944 回 22名 18名 0名 81.82%

 

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 成田みちよ

◆◆第946例会　会長挨拶◆◆
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■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●ゲスト　　　

1,㈱スタート　代表取締役　露木正樹様

●欠席者(7名)

伊縫文哉、宮口雅仁、本村文一、大村保二、

大竹　学、鈴木良則、成田みちよ

●スマイル報告

1.芹澤和子：露木様卓話よろしくお願いします。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津ロータリークラブ

　6月10日（金）　団欒例会　18:00点鐘

②沼津北ロータリークラブ

　6月07日（火）　夜間例会

　　　　　　　　　　　　　

外部卓話

　地震保険について

　　　　㈱スタート 代表取締役 露木正樹様

　平成23年3月11日、1000年に一度と言われる巨

大地震、そして大津波が我々に大きな衝撃と、心

に傷を残しました。未だ復興への道筋が付かない

中、この東日本大地震を目の当たりにし、備えあ

ればという事で、「地震保険」を議題にし、沼津

西ロータリークラブ様から、お話をする機会をい

ただきました。

　「地震保険」とは、地震保険に関する法律に基

づいた政府と、損害保険会社が共同で運営してい

る制度です。その内容について、分かりやすく丁

寧に話を進めました。

　最初に地震保険の「補償の対象は？」「いくら

まで加入できるのか？」「保険金はいくら出るの

か？」「支払いの条件は？」「保険料はいくらに

なるのか？」などの内容についてQ&A方式で解説

いたしました。

　それから、地震保険の加入率について説明し、

都道府県で加入率をベスト3（1位高知県75.4%、

2位宮城県　66.9%、3位愛知県　64.2%）とワース

ト3（1位長崎県　29.5%、2位群馬県　32.7%、3位

長野県　33.9%）を上げて案内いたしました。

　最後に地震保険の問題点として、一部損は、地

震保険金額の5%の支払いとなり補償としては低額

となってしまう事や、地震保険金だけでは被災し

た物件の現状復旧の為の現状復旧の賃金としては

足りない事などを提起し、地震保険の契約上の注

意点を含めて話をまとめました。

　地震保険を含め保険は万能ではなく、出来る事

や出来ない事がございますが、保険を広く正しく

普及させてゆく事によって、少しでも社会に貢献

に繋がる事を信じて、今後とも仕事に取り組んで

行きたいと思います。 
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例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(18:30点鐘）      第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

2010～2011年度

第 20巻 41号

2011年 5月 26日

地域を育み、大陸をつなぐ地域を育み、大陸をつなぐ

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●

クラブ奉仕を通じて地域への貢献を

■■　本日のプログラム　■■

会員卓話　本村文一君

　　　　　　　　   　　久松　但　会長

厚生労働省は、25日年金記録漏れ問題をめぐ

りコンピューターの記録と年金台帳の全件照合を

断念するようです。全件照合は、民主党のマニ

フェストの柱でしたが、7億2000万件全ての照合

は、やはり現実的ではないようです。

3月末現在作業を終えたのは、220万人分で、

対象となる8700万人分のわずか2.5%です。しか

も、65歳未満の場合、修正額は生涯年金で500円

から3000円程度で、一方この照合のための費用

が、一人当たり3400円かかるという状況です。

これでは、税金の無駄使いと言われかねない状態

で、民主党が今後どのようにするか注目したいと

ころです。

年金改革については、厚生年金と共済年金の

一元化や最低保障年金などがありますが、低所得

者への年金加算と高所得者の年金減額というのは

避けられないようです。

また、現在年金支給開始年齢は、60歳から65

歳に引き上げている途中ですが、65歳となるのは

男性で2年後、女性で7年後です。しかし、アメ

リカやドイツでは、現在、支給開始年齢を65歳

から67歳に引き上げている最中で、高齢化が進

んでいる日本では65歳支給という変更ですら、

いずれ立ち行かなくなるのかもしれません。

さて、本日は本村文一君による会員卓話とな

ります。後半、よろしくお願いします。

６月のプログラム

948回 12:30

6月02日(木)

ブケ東海  創立20周年記念例会

実行委員会

949回 12:30

6月09日(木)

ブケ東海  クラブフォーラム

（例会場の変更について）理事会⑫

950回 18:30

6月16日(木)

ブケ東海　ガバナー補佐期末訪問　

 ガバナー補佐 

951回 12:30

6月23日(木)

ブケ東海　クラブ協議会

(次年度活動計画)次年度会長・幹事

952回 18:30

6月30日(木)

ブケ東海  さよなら例会

クラブ管理運営委員会　時間変更

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

947 回 22名 19名 - 86.36%

945 回 22名 19名 0名 86.36%

●ビジター　

1.伊東哲夫様：沼津北RC

●欠席者(3名)

成田みちよ、大竹　学、芹澤　和子

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 成田みちよ

◆◆第947例会　会長挨拶◆◆



2

■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●スマイル報告

1.大村保二：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.鈴木良則：すみません。3週間ぶりの出席です。

3.重光　純：本村さん、卓話、よろしくお願いしま
す。

4.杉山壽章：所用につき、早退させていただきます。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北ロータリークラブ
6月7日（火）　　夜間例会に変更

2.連絡事項

①6月23日のクラブ協議会（次年度活動計画）の原

稿を、次週6月2日までに幹事又は事務局に提出して

ください。

②6月のロータリーレートは1ドル＝82円です。

③次週の20周年記念例会の出欠席をご記入ください。

当日は12時00分集合です。

●臨時理事会報告

協議事項

①6月度プログラムの変更について

　6月9日（木）のプログラムを、クラブフォーラム

（例会場の変更について）に変更する。

　　　　　　　　卓　話

　

　

　　前立腺疾患について　

　　　　　　　　　　　　　　本村文一君　

　本日は、私の職業分類でもある泌尿器科の疾患に

ついてお話したいと思います。

　泌尿器科は尿の生成から排泄までの臓器を扱いま

す。疾患としては腎結石、腎炎、腎盂腎炎、腎不全、

透析、腎移植、腎癌、膀胱癌、膀胱結石、膀胱炎、

前立腺肥大症、前立腺癌など。

　今日は、前立腺の疾患についてお話します。前立

腺は男性だけに存在し、膀胱直下の尿道を取り巻く

臓器です。その役割は前立腺液を作ることで、前立

腺液は精子、精嚢腺液とともに精液を構成します。

前立腺は大きく内腺と外腺に分けられ、この内腺が

大きくなったのが前立腺肥大症です。前立腺肥大症

は加齢とともに増加し、その症状は前立腺が尿道を

圧迫するための排尿症状（残尿感、尿線途絶、尿勢

低下、排尿遅延）や蓄尿症状（頻尿、尿意切迫感、

夜間頻尿）などがあります。

　現在、症状を点数化して客観的にみるため国際前

立腺スコア（I-PSS）が使われています。前立腺肥

大症は良性疾患のため保存的治療が行われます。

1990年以前は、効果的な薬剤がなかったため手術が

盛んに行われていましたが、現在はα１遮断薬を中

心に薬物療法が行われます。この薬は膀胱の出口の

緊張を緩めて排尿障害を改善する優れた薬です。し

かし前立腺を小さくするわけではないため服用しな

ければ症状は元通りです。最近、副作用もあまりな

く前立腺を小さくする画期的な薬が登場しました。

それが5α還元酵素阻害剤です。近い将来、主流に

なるかもしれません。それでもだめなら手術になり

ます。

　次は前立腺癌についてです。前立腺癌は50歳から

患者数が増加します。危険因子として遺伝、人種、

食生活、加齢があります。初期は症状に乏しく知ら

ぬ間に進んでしまいます。現在、検診で行われる

PSA検査により早期発見がされ、生存率が飛躍的に

伸びています。前立腺癌は早期であれば根治が望め

ます。治療法は、手術療法、放射線療法、内分泌療

法などがあり、病期や患者さんの希望等で総合的に

決めます。皆さん、50歳過ぎたらPSA検査を受けま

しょう！

　 




