
 

 ロータリー親睦活動月間 
６月１２日（金） ６月１９日（金） ６月２６日（金） ７月３日（金） 例
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予

定 

祝福 
卓話 松尾 隆徳君
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クラブテーマ 

春日井市道風記念館

植物園 ニュートンのリンゴの木

本日のプログラム 
           司会   和田 了司君 
・点 鐘            加藤久仁明君 

・国 家      「君が代」 

・ROTARY SONG   「奉仕の理想」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 

・委員会報告 
・会長挨拶           加藤久仁明君    
・卓 話   一年を振り返って 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

 

先週の記録 

会長挨拶         会長     加藤久仁明君 

本日は、名古屋徳洲会総合病院の高山悟医師をお

招きし、新しくなった名古屋徳洲会病院と最新医

療設備（ダビンチ）の使い方並びに、医療ロボッ

トの歴史等の卓話をいただきます。私も先月、胃

の検査と大腸検査を徳洲会病院していただきまし

た。大腸カメラ検査をして頂いたのが高山医師で

した。日本で数少ないダビンチを使いこなす事が

出来る先生に検査をして頂いたのに、驚いている

と供に、丁寧に十数個のポリープを摘出していた

き、良性の結果を出していただいたことに感謝申

し上げます。春日井市には総合病院として他に春

日井市民病院等が在りますが、心臓循環器に関し

ては名古屋徳洲会総合病院が医師、設備に於いて

も進んでいます。私も心臓循環器で、検査入院し

た事が有りますので、心臓系であれば、救急車を

呼んだら、徳洲会病院へと頼むのが良いと思いま

す。 
さて今日は久々の夜間例会です。私の会長の役 

２０１５年６月５日（金）２２３４回（６月第１例会） 
 

目も残り一か月となりましたので、この後皆さん

と語り合いながら一年の反省をしたいと思います。 
 
幹事報告      幹事   近藤 太門君 

高山悟先生には、大変貴重なお話を、私共の都合

でこの時間にご無理を申し上げ、すみませんでし

た。そして、ありがとうございました。 
クラブからのご連絡は特にありませんが、春日井

市のほうから、幾つかの出席要請がきています。 
※春日井市青少年健全育成推進会議の総会が、６

月 11 日（木）午後 3 時 30 分から市役所１２階に

て行われます。 
※福祉の集い実行委員会の開催が、6 月 16 日（火）

午前 10 時から、総合福祉センターで、開かれま

す。 
※春日井市ポイ捨て・ふん害防止推進協議会の開

催が 6 月 17 日（水）午前 9：30 から市役所 3Ｆ
で開催されます。 
以上の 3 件についての出席要請は、加藤久仁明会

長です。 
※春日井祭り実行委員会が、7 月 3 日（金）午 2
時～市役所 12 階にて、行われます。出席要請者

は、次年度会長の志水ひろみ君です。 
地区からです。 
※次年度第 1 回地区内広報、ＩＴ委員長、及び、

雑誌委員長会議が、7 月 15 日（水）16：00 から

名鉄グラントの 11 階で開催されます。出席義務

者は広報ＩＴ委員長の成瀬浩康君と雑誌資料委員

長の伊藤一裕君です 
※6 月のロータリーレートの連絡です。一＄118
円です。 
次週の予定です。 



次週 6 月 5 日（金）は、第 12 回理事役員会を 11：
30 分より開催します。 
理事役員の方は。プラザ 5 階「若草」まで、お願

いします。 
例会の卓話は、少し早いですが、加藤会長の「一

年を振り返って」の卓話を予定しています。 
幹事報告は以上です。 
 

◎例会変更の案内 
岡 崎 南 ６月２３日(火)  ６月２３日(火)１８：３０

   ＲＣ 最終例会の為 葵カントリークラブ

尾 張 旭 ６月１９日(金) ６月２０日（土）１８：00 

   ＲＣ 夜間例会の為 そむら 

瀬 戸 北 ６月１６日(火)  ６月１８日（木） 

   ＲＣ 夜間例会の為 喜楽梅むら 

犬 山 ６月２３日(火) ６月２７日(土) 

   ＲＣ 夜間例会の為名鉄犬山ホテル 

名古屋大須 ６月１８日(木) ６月１８日(木)１８：３０ 

   ＲＣ 夜間例会の為 東急ホテル 

名古屋名駅 ６月１７日(水) ６月１７日(水) 

   ＲＣ 夜間例会の為名鉄ニューグランドホテル

 

◎例会休会のお知らせ 

○名古屋城北ＲＣ   ６月２３日（火）は休会 

 

出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 58 名 欠席 28名 出席率 52.6%

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.5%

 

ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○高山先生のお話を聞く喜びで  近藤 太門君 
○卓話を楽しみにしております  古屋 義夫君 
○高山先生の卓話を楽しみに   宅間 秀順君 
○徳洲会さん有難うございます  青山 博徳君 
○卓話を楽しみにしています   山田  治君 
○卓話を聞く喜びで       和田 了司君 
○卓話を楽しみにしています   川瀬 治通君 
○いつも有難うございます    大橋 省吾君 
○今日も宜しくおねがいします 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  梅村  守君  

太田 弘道君  風岡 保広君  加藤久仁明君  

河村 哲也君  加藤 宗生君  北  健司君  

志水ひろみ君  清水  勲君  芝田 貴之君  

成瀬 浩康君  速水 敬志君  蓮野 美廣君  

日比 雄将君  屋嘉比良夫君  薮下 尚武君  

山田 倫章君  
 
○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君 

 

 

卓話 ロボット手術の現状 
          徳洲会病院 高山 悟氏 

◎ロボット手術の歴史 
日本でもロボット手術への取り組みは 30 年以上

前より行われていたが、行政の障害などがあり実

現しなかった。その間に海外では順調に開発が進

み一部の臓器だけであった手術が、多くの科で使

用されるようになった。その一方現在では、アメ

リカの一社がほぼ独占し世界を席巻しており非常

に高価なものとなっている。 
◎ロボット手術のメリット 
３D で行えること、繊細な動作が可能なこと、手

ぶれが無いことなど多くのメリットがある。 
◎ロボット手術のデメリット 
高価なこと、一部の病院でしか手術を行えないこ

と、触覚の無いことなどやはりいくつかの欠点が

ある。 
◎世界におけるロボット手術の現状 
2012 年の時点ですでに全世界で 160 万件のロボ

ット手術が施行済みとなっている。特にアメリカ

では、前立腺癌の８割以上がロボット手術であり、

これが当たり前の手術となっている。また産婦人

科領域、頭頸部外科領域でも盛んに使用されてお

り、多くの手術で標準手術として施行され始めて

いる。 
◎日本におけるロボット手術の現状 
一部を除き一般的には前立腺癌にしか保険適応が

なく他の手術は自費診療となっており、その普及

は阻害されている。また、術者要件も厳しく一部

のものにしかその稼働は許可されていない。しか

しながら泌尿器科領域では、15,000 例、消化器領

域では 1,500 例と決して行われていないわけでは

なく、ゆっくりではあるが症例は蓄積されている。 
◎名古屋徳洲会総合病院におけるロボット手術の

現状 
2015 年 5 月 29 日現在、泌尿器科 172 例・消化器

外科 8 例施行。消化器外科では世界の第一人者で

ある Korea 大学 Kim 教授の指導の元開始してい

る。 
◎ロボット手術の未来 
さらなる開発が進み、より安全で低侵襲な手術へ

と変革していくことが期待される。 

 

卓話 徳洲会総合病院 高山 悟氏 



 

 

 

あしなが奨学生からの手紙 

＃13Fin Jehden Star Novedec  

あしながおじさん 加藤 茂 

 
12 月 16 日 
あしながおじさんへ。日本は

私にとって世界でもっとも美

しい場所の一つです。たくさんの心引き付けられ

る美しい催しがあります。また、ここフィリピン

のいくつかの場所とは違って日本は私にとってと

ても清潔な国です。日本のもっと美しい場所と遭

遇したいので、いつか行ってみたいです。でも成

功者となって、日本にいつか行けるようになるた

めに、私はまず一生懸命勉強する必要があります。

たくさんの子どもが日本に行くことを願っていま

す。私もその一人です。 
私にはあしながおじさんがどんな方か想像するこ

とはできませんが、とてもとても良い方だという

ことはわかっています。あなたは私が全く期待し

ていなかった神様からの特別な贈り物です。奨学

金は本当に大きな助けになっているからです。あ

しながおじさんありがとう。本当に、本当に助け

てもらっています。 
私はフィリピン市民として、法律を守ることで国

に貢献することができます。フィリピン市民とし

てゴミをそこらへんにポイ捨てするべきではあり

ません。そうすれば洪水のような災害も起こりま

せん。私はいつでも身の回りをきれいにして、「清

潔で緑のある」環境づくりにつとめます。いつも

国に取って良い事をするつもりです。私は、T シ

ャツやシャツ、食べ物をもっていれば、台風の被

害者に寄付します。他の人を手助けするというこ

とはフィリピン市民として特別なことです。 
12 月はイエス・キリストの誕生月です。最近はク

リスマスと新年の休暇の準備をしています。学校

では 12 月 17 日にクリスマス会があり、とても私

たちは興奮しています。クラスの全員でクリスマ

スのプレゼント交換をします。私はサプライズが

本当に大好きですから、パーティーでどんなもの

を受け取るかとても楽しみです。家にはたった一

つしかクリスマスツリーがありません。お母さん

がありあわせの物でクリスマスツリーを作ったの

で、他には買いません。それでお金が節約できま

す。今日は 12 月の down mass のスタートです。

私は「10 の down mass を完成させたら、望みが

叶う」ということを信じています。なぜなら私が

以前完成させたときに 2つの願いが本当に叶いま

したから。今年も完成できたらいいな。 
クリスマスの精神において、愛することは人が行

うべき最も特別なことです！ 
 
 



＃16 Lingaro, Hariene リンガロ ヘルレーン 

あしながおじさん 山田治君 

 

あしながおじさんへ  

12 月 14日 

あしながおじさんお元気ですか。私はおじさんにお

会いできるので心のなかが期待でいっぱいです。い

ただいた全てのことに感謝しています。ここ数か月

は予期せぬ出来事が起きました。 

私の誕生日のお祝いには友人やご近所の何人かを招

待し、素晴らしくとても成功しました。たとえとて

も質素なお祝いだったとしても、みんなで一緒に私

の特別な日のために集まってくれて、これまでで一

番忘れられない誕生日でした。 

眠りに落ちるとすぐに、変な音か声をお母さんのベ

ッドの方から聞きました。私はいったい何の音って

お母さんに良く聞いたものです。するとお母さんは

低い声で、私が聞いたのはお母さんの声だと答えま

した。その間ずっと、ただお祈りしていたのだと言

いました。私は感動して心の中で泣きました。なぜ

なら、お母さんの祈りは全て私たちの未来のためだ

という事を知っていましたから。私がお母さんをと

ても愛しているのはこんな理由からです。たとえ

時々疲れから、とても厳しく私たちを躾ようとした

としても、私はお母さんが私や妹や弟にただけじめ

をしっかりして欲しいから、そんなことをしている

と知っています。もし、私とお母さんに誤解が生じ

たときは、親友のジェザの所へ走っていって、私に

起こった問題を話します。ジェザはいつでも進んで

家庭内や添え意外の全ての話を聞いてくれ唯一無二

の親友なのです。私が学校で悲しい時や学校の外で

あっても、彼女は私を幸せな気分にしてくれます。

実際、学校から家までお金を節約するために歩いて

いますが、その時間私たちはくだらない話でも、止

まらないおしゃべりで大笑いしています。友人とは

思いやりながら問題を共有し、お互いを慈しみあう

もの。私たちはそんな友達なのです。 

 

2014 年の 12 月 5 日、台風が私たちの国を襲い、大

雨と強風でとても大変でした。私たちはその時、皆

が安全で希望に満ち、一年前何百人の人の命を奪っ

たスーパー台風のヨランダのように甚大な被害を及

ぼさないように祈りました。被害を受けたにもかか

わらず、フィリピン人はクリスマスを祝い時間と労

力を使って、お互い分け合い、楽しみ、愛しました。

とりわけ、一年間家族で十分には一緒にいられなか

ったのなら、一緒に花火を見ました。家族とギュッ

と一緒にこのクリスマスを過ごしたいです。 

 

 

     私     お母さんと甥っ子 

 

 

お父さん 

 

 

 

親友のジェザと私 

 


