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例会場：ホテルプラザ勝川 例会日：金曜日 12:30-13:30 

本日のプログラム 
司会     会場委員会 

・点 鐘            川瀬 治通君 

・国歌     「君が代」 

・ROTARY SONG 「日も風も星も」 

・ビジター紹介    会長   川瀬 治通君 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶      会長   川瀬 治通君 

・卓話             友松 英樹君 

                内藤 修久君 

・幹事報告             幹事  古屋 義夫君 

・点 鐘          会長    川瀬 治通君 

       先週の記録  

幹事所感         幹事  古屋 義夫君 

私がロータリークラブに入ってからもうすぐ6年

が経ちます。考えてみますと例会やイベントは毎

週のようにありましたが何故か親睦会は殆ど記憶

にありません。例会がお昼だからでしょうか？ 

今年度の川瀬会長方針で親睦会の開催とありまし

たので手始めに3ブロックに分けて毎週親睦会を

やって頂きました。 

また親睦会のやり方や場所等は各ブロックの親睦

会の幹事さんに 100%お任せしましたし主催はク

ラブ奉仕委員会の社本委員長でしたから会長や幹

事は非常に楽をさせていただき心の底から親睦会

が楽しめました。また私の様に基本的に酒を飲ま

ない人間でさえこの親睦会は各ブロックの親睦会

幹事の個性が強く出て大変面白かったと思ってい

ます。4 つのテストにもありますが我々がロータ

リークラブに加入した大きな目的の一つが”好意

と友情を深めること”であったと思います。 

２０１８年１０月５日（金）２３８２回（１０月第１例会） 

諸般の事情により今回は不参加だった多くのメン

バーの方々も再度同様の趣旨で開催をして頂く予

定ですので是非ご参加してください。 

しがらみも上下関係もなく老若男女もない楽しい

親睦会です。 

更にメンバーの意外な一面がわかりさらに親睦が

深まる事うけあいです。ご参加されます事をお勧

めいたします。 

◎例会変更のお知らせ

◎例会休会のおしらせ

岡崎南ＲＣ  １０月２３日（火）  休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 53 名 欠席 23 名 出席率56.6% 

先々週の修正出席  欠席 6名 出席率88.7% 

愛 知 長 久 手 10 月 23 日（火）→10 月 2７日（土）

Ｒ  Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通公園 

名 古 屋 城 北 10 月 23 日（火）

Ｒ  Ｃ ガバナー公式訪問の為  

岩    倉 10 月 23日（火）→10月 2７日（土）28日（日）

Ｒ  Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通公園 

小 牧 10 月 24 日（水）→10 月２７日（土）

Ｒ  Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通公園

江 南 10 月 24 日（水）→10 月２７日（土）

Ｒ  Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通公園



ニコボックス報告    委員長 藤川 誠二君 

〇李先生をお迎えする喜びで。            

川瀬 治通君 古屋 義夫君 

〇結婚記念をいただく喜びで   加藤久仁明君 

〇9月 15日銀婚式を迎えました。内助の功に感謝

感謝です            西尾 隆吏君 

〇11月 17 日ロータリーデーご協力お願いします              

青山 博徳君 

〇クールビズも今日まででしょうか                 

近藤 太門君 

〇10 月１日から藤川君の事務所の移転，おめでと

うございます。        下田 育雄君 

○李先生の卓話を聞く喜びで 

足立 治夫君  加藤  茂君  稲垣 勝彦君  

大原 泰昭君  小川  長君  小柳出和文君  

北  健司君  貴田 永克君  芝田 貴之君  

社本 太郎君  宅間 秀順君  杤本 正樹君  

内藤 修久君  成瀬 浩康君  新美 治男君 

場々大刀雄君  早川 八郎君  速水 敬志君  

松尾 隆徳君  屋嘉比良夫君  山田  治君  

和田 了司君 

○ご協力ありがとうございます。 

 ニコボックス委員会 

卓話  東海中央クリニック 李 節様 

何歳になっても質の高い健康 

形成外科を専門とする東海中央クリニックの李

と申します。おかげさまで春日井で開設して 20

年という節目を迎えました。当初は地域住民方々

の健康維持に微力ながら貢献できればと思って

いましたが、むしろ日々皆様から元気をいただい

ていると感じています。WHO（世界保健機構）で

は、健康とは「病気に患うことなく、さらに心身

とも良好な状態」と定義しています。形成外科は

正に、ケガや皮膚疾患・先天奇形・老化現象など

をよりきれいに治し、心身共に良好な状態にする

ことを目標としています。整形外科と間違わやす

いのですが、整形外科は骨や関節に主眼を置くの

に対し、形成外科は体の表面を治療対象にしてい

ます。例えば、事故で骨折した場合、整形外科で

治療した後、傷の治りが遅かったり、傷跡が目立

つようでしたら、形成外科でその治療を続けます。 

顔面の場合は最初から形成外科で診療をするこ

とが多いです。ケガ以外にも加齢によるまぶたの

たるみやシワ・シミなどの皮膚トラブルを治せば、

見た目だけでなく精神年齢も若返ることは科学

的にも証明されています。今回はその予防につい

てもお話をさせていただきます。また、高齢化に

伴って、ガンの発生率が上がっていますが、当院

はガン治療の新しい選択肢として、自己活性化リ

ンパ球療法を取り入れています。化学療法や放射

線療法よりも副作用が少なく、ガンの再発が抑え

られ、生存率がグンと上がる、その有効性はマス

コミに何度も報道されています。私はどうすれば

質の高い健康状態でいられるのか、といつも自問

自答しています。本日の話が皆様の役に立てば幸

いです。 

ビジター紹介 川瀬 治通会長 

東海中央クリニック院長 李 節様 

東京海上日動愛知北支店次長 長曽 篤志様 



委員会報告 出席委員会 稲垣 勝彦君 

委員会報告 ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員会 小柳出和文君 

委員会報告 50周年記念委員会 社本 太郎君 

委員会報告 職業奉仕委員会 速水 敬志君 

ポール・ハリス・フェロー表彰 成瀬 浩康君 

祝福 会員誕生日 大原 泰昭君 



祝福 結婚記念日 西尾隆吏君、加藤久仁明君 

アテンダンス表彰 

近藤太門君、和田了司君、杤本 正樹君 

卓話 東海中央クリニック院長 李 節様 

幹事報告 古屋 義夫君 

点鐘 川瀬 治通会長 


