
ロータリー親睦活動月間

 ６月１日（金）  ６月８日（金）  ６月１５日（金）  ６月２５日（金） 

第 12 回理事役員会 11：30～ 卓話 春日井消防長 大谷 正人様 祝福 IDM 
卓話 新井 根洋様 消防職員表彰 卓話 一ノ瀬 芳翠様 18：00～

例

会

予

定 ホテルプラザ勝川

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp     E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

春日井ロータリークラブ 
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ふれあい緑道

本日のプログラム 

司会   会場委員会 

・点 鐘           近藤 太門君 

・ROTARY SONG 「我等の生業」 

・今月の歌   「おお牧場は緑」 

・ビジター紹介         近藤   太門君 

中電ウィング専務取締役  三澤  弘一様 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶          近藤 太門君 

・卓話 中電ウィング     三澤 弘一様  

・幹事報告                    加藤 宗生君 

・点 鐘           近藤 太門君 

今月の歌 

｢おお牧場は緑｣ 

    おお牧場は   みどり 

    草の海     風は吹く 

    おお牧場は   みどり 

    よく茂ったものだ  ホイ 

    雪がとけて   川になって 

    山を下り    谷を走る 

    野を横ぎり   畑をうるおし 

    呼びかけるよ  わたしに 

       先週の記録  

幹事報告        幹事  加藤 宗生君 

第２回持ち回り理事役員会  

下記の審議事項につきまして、可決承認されま

した。

議案：三上 努君入会の件

☆５月２５日（金）

＊卓話 三澤 弘一 様

２０１８年５月２５日（金）２３６７回（５月第３例会）

◎例会変更のお知らせ

名 古 屋 千 種 6月5日（火）18：00～ 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為  

◎例会休会のお知らせ 

○名古屋城北ＲＣ    ５月２９日（火）休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 53 名 欠席 22 名 出席率58.4% 

先々週の修正出席   休会   休会 

ニコボックス報告   委員長   芝田 貴之君 

○山﨑先生のお話を聞く喜びで  近藤 太門君

○平成３０年春の叙勲旭日双光章を受章いたしま

した。これも皆さまのご指導の賜物と感謝いたし

ます。             清水  勲君

○山﨑君を紹介できる喜びで。  川瀬 治通君

○本日から社長から会長に替わりました。

                山田  治君

○妻の誕生日祝いありがとう！  屋嘉比良夫君  

○ロータリーの森の下草刈りは終わりました。

                早川 八郎君

○先日、山田さんの工場見学に行かせて頂きまし

た。とても面白かったです。   下田 育夫君

○祝福ありがとうございます。  成瀬 浩康君

○祝福の皆様おめでとうございます。

                和田 了司君

○清水さん叙勲おめでとうございます。

青山 博徳君  大橋 省吾君  藤川 誠二君 

稲垣 勝彦君 

○山﨑さんの卓話楽しみにしています。    

足立 治夫君  古屋 義夫君  加藤久二明君

加藤 宗生君  加藤  茂君 川瀬 治通君 

貴田 永克君  中川 健君  小川 長君

小柳出和文君  社本 太郎君  芝田 貴之君

会      長 ：近藤  太門 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：加藤 久仁明 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：野浪  正毅 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：加藤  宗生  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：古屋  義夫 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



宅間 秀順君  杤本 正樹君 友松 英樹君 

梅村  守君  屋嘉比良夫君 山田  治君  

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会一同 

卓話  山﨑眼科院長    山﨑 俊 様                          

タンザニア眼科支援活動

このたびは春日井ロータリークラブ様の月例会

におきまして「タンザニア眼科支援活動」につ

いてご紹介させていただく機会をいただき誠に

ありがとうございます。我々タンザニア眼科支

援チームは 2007 年より毎年 1 回、10 日間程度、

現地での支援活動を行っております。日本人眼

科医の有志らがチームを結成して、タンザニア

で医師たちに新しい手術方法を教育しておりま

す。具体的な活動内容は以下の３点です。１）

日本人医師が現地で「超音波白内障手術」を行

いその合理性を理解してもらう。２）現地医師

に実際の手術を執刀してもらい、日本人医師が

助手をして直接指導を行う。３）現地医師を日

本へ招き、病院を見学するなどして見聞を広げ

てもらう。2018 年 5 月にも 14 回目となる現地

支援活動を予定しております。現在世界での失

明原因の第 1 位は白内障で、数千万人以上の

人々が失明しています。しかし日本をはじめと

する先進国では白内障で失明する人は稀です。

なぜならば先進国では白内障が手術で治療が可

能だからです。つまり、途上国で白内障によっ

て失明している多くの人々は、手術によって視

力を取り戻せる可能性があると言えます。合理

的な「超音波白内障手術」を、タンザニアをは

じめとする途上国で普及させることができれば、

世界の失明患者は減少すると思われます。この

10 年間で、我々が指導している大学病院での合

理的手術の割合と白内障手術件数が増加し、緩

やかではあるが白内障による失明患者の減少に

役立っていると考えられます。超音波白内障手

術の導入と普及（2007 年＝約 3%→2017 年＝

約 15%）白内障手術件数の増加（2007 年＝約

300 件→2017 年＝約 500 件）一人でも多くの

白内障患者を失明から救うことが我々の願いで

す。今後もささやかながら活動を継続したいと

考えております。

祝福 会員誕生

祝福 結婚記念 

卓話 山﨑眼科院長 山﨑 俊 様 


