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クラブテーマ

ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・国歌     「君が代」 

・ROTARY SONG 「我等の生業」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶           伊藤  純君

・祝福

・卓話  宇宙航空研究開発機構 村上  豪氏

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

先週の記録 

幹事報告        幹事   成瀬 浩康君 

地区行事 

＊５月１７日：地区内社会奉仕委員長会議 

       名鉄グランドホテル １６時 

       出席者 伊藤一裕社会奉仕委員長 

           中川 健環境保全委員長 

お知らせ 

＊５月の例会よりカジュアル例会が適用されます。 

次週予告  

＊次週4月28日・次々週5月5日は休会です。 

＊4月28日 次期理事役員会      16時 

次期クラブ協議会     17時 

      現次期合同クラブ協議会 18時 

＊5月12日 理事役員会 11時30分 若草 

２０１７年5月12日（金）２３２1回（5月第1例会） 

野田勇君入会式 

祝福 

卓話 宇宙航空研究開発機構（JAXA）

村上 豪氏  

◎例会変更のお知らせ 

津 島 ５月１９日（金）５月２１（日） 

   ＲＣ 家族例会の為 未定 

尾 張 旭 ５月１２日（金） 

   ＲＣ 移動例会の為 愛知県立旭野高校 

一 宮 ５月１８日（木） 

   ＲＣ 職場例会の為 浜岡原子力発電所 

名 古 屋 北 5月１9日（金）17：30～ 

   ＲＣ ＩＤＭの為 か茂免 

名 古 屋 葵 5月１8日（木）18:30～ 

   ＲＣ 合同例会の為 名古屋ガーデンパレス 

名 古 屋 城 北 ５月23日（火）５月２３日（火） 

   ＲＣ ロータリーロード植樹例会の為 

名古屋丸の内 ５月１８日（木）５月１８日（木）18:30～

   ＲＣ 古本回収例会の為 クレストンホテル 

名古屋空港 5月22日（月）５月２２日（月） 

ＲＣ 春の家族会の為 

江 南 ５月25日（木）５月２５日（木）18:00～ 

   ＲＣ 創立記念日の為 商工会館 

豊 田 東 ５月10日（水）12:30～ 

   ＲＣ 創立記念日の為 豊田カントリー倶楽部 

名 古 屋 清 須 5月１６日（火）５月１３日（土） 

RC 外部例会振替の為 

◎例会休会のお知らせ 

○岩倉ＲＣ  ５月２３日（火）は休会       

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



◎ビジター紹介   会長   伊藤  純君

○豊橋ＲＣ     村井 總一郎君 

  〃       佐々木 利政君 

○小牧ＲＣ     松尾 憲二郎君 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 5７名 欠席 18 名 出席率 68.4% 

先々週の修正出席 欠席  3 名 出席率 94.7% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○初めてメイクアップさせて頂きます。加藤ガバ

ナー補佐予定者よろしくお願い致します。

ガバナーノミニー豊橋 RC 村井 總一郎君

18.19 年度地区幹事予定者会長 佐々木 利政君

○お世話になります。 小牧ＲＣ松尾憲二郎君

○名古屋徳洲会総長大橋さんをお迎えして

                伊藤  純君

○村井ノミニー佐々木会長を迎える喜びで

                加藤久仁明君

○結婚記念日の祝福をありがとう。44 回目を迎え

られました。          屋嘉比良夫君

○誕生祝いを受けた喜びで。   貴田 永克君

○徳洲会さんようこそ！！    青山 博徳君

○来週 24-26 日にまとめて喜寿（本人）古稀（家

内）誕生日と結婚記念日を迎える喜びで

                中島  泉君

○祝福ありがとう。       大畑 一久君

○祝福を受ける喜びで。     北  健司君

○総長さんの話を楽しみに。   宅間 秀順君

○祝福皆様おめでとうございます。和田 了司君

○いつもありがとうございます。 大橋 省吾君

○今日の卓話を聞ける喜びで

近藤 太門君  近藤 秀樹君  岡嶋 良樹君

梅村  守君  成瀬 浩康君  古屋 義夫君

杉山 孝明君  加藤 宗生君  杤本 正樹君

大原 泰昭君  山田  治君  清水  勲君

加藤  茂君  場々大刀雄君  名畑  豊君

風岡 保広君  川瀬 治通君  下田 育雄君

芝田 貴之君  小川  長君  野浪 正毅君

小柳出和文君  社本 太郎君  速水 敬志君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

卓話 

名古屋徳洲会総合病院         

心臓血管外科  総長 大橋 壯樹氏

「動脈硬化と心臓血管病の最新治療と当院におけ

る取り組み」 

動脈の血管は 1秒たりとも休まず働いており、時

間そして年とともにその血管の壁に本来の弾力性

がなくなり、硬くなってくることを動脈硬化いい

ます。動脈硬化とは、逆に血管の年輪であり生き

ぬいてきたという証しでもあります。このような

血管が少しでも長持ちするように、天寿を全うす

るまで、なるべく正常な機能でいられるようにす

る必要があります。そこで、動脈硬化になりやす

い因子をリスクファクターと呼んでおり、高血圧、

糖尿病、高脂血症、肥満、喫煙、ストレス、運動

不足、高齢化であります。これを予防治療し、正

しい生活習慣、食生活を行うことがいつまでも元

気に暮らせる秘訣と思います。 

名古屋徳洲会総合病院は 1986 年に春日井市高蔵

寺町の高蔵寺駅近くで開設されました。その後

2014 年には新築移転され、最新の設備とヘリポー

トを有する高度先進医療から地域の救急医療、緩

和医療を担う病院として医療を行っています。当

院では東海地区に先駆けて大動脈瘤に対するカテ

ーテル治療であるステントグラフト手術、心臓を

止めないオフポンプ冠動脈バイパス手術を行って

きました。さらに、最近では重症心不全患者さん

に対して、植え込み型補助人工心臓手術を東海地

区で最初に行いました。2015 年よりカテーテルに

よる大動脈弁置換手術(TAVI)を行い、手術が不可

能な超高齢者 40 人の大動脈弁狭窄症患者さんが

元気になりました。心臓手術も右肋間小開胸によ

る小さな傷口手術（MICS手術）を行い、さらにロ

ボット（ダヴィンチ）手術による小切開心臓手術

を 2017 年より開始しました。 

このような取り組みのおかげで、昨年は 700 例の

心臓血管手術をさせていただき、今年はさらに増

加傾向にあります。また、当院心臓血管外科は、

現在、6 都市の徳洲会病院(東京西、宇治、野崎、

松原、神戸)で心臓血管外科を展開しています。さ

らには、心臓大血管手術後もいつまでも経過を見

させていただく目的で術後の会を設けております。

春日井の地でこれからも頑張って参りますので、

ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。 

祝福 会員誕生日 



祝福 結婚記念日 

卓 話 名古屋徳洲会総合病院         

 心臓血管外科  総長 大橋 壯樹氏

地区研修・協議会本議会 


