RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB
+++

会長：小塚照夫

幹事：中野智之

会報委員長：佐々木隆

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ

≪水曜 12：30≫

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6 ホテルニューイタヤ内
TEL:028-635-5511（ホテルニューイタヤ）

5 月 第 2 例会
2015 年 5 月 20 日(水)

司

会

会員数 47 名

出席 30 名

坂井 俊司 S.A.A

● ロータリーソング「我らの生業」

ビジター紹介

山本 幹夫 親睦家族委員長

● 佐伯 秀利 様(宇都宮北 RC)
● 吉田 芳生 様(宇都宮陽北 RC 幹事)・ 三井 良春 様・長 正英 様(宇都宮陽北 RC)
● 金 彪 様(独協医科大学主任教授・卓話者)

会長挨拶

小塚 照夫 会長

皆様こんにちは。
先日の昼下がり、風と緑に誘われて街並みはずれたビルの谷間の通いなれた小道を散歩しま
した。車で通れば数分で抜けられる距離を、歩いてみると何と時間のかかる事か。若い頃は自
分の足で歩くのに何も気にする事はなかったのに「年を重ねると言う事は、この様な事か」歩
いて分かった日々の大切さを痛感する 1 日でした。
今年度 5 月 1 日より、10 月 31 日までクールビズを励行します。地球温暖化及び節電の取り組
みが重要と考えております。例会の出席には、軽装にて出席下さい。
本日は「宇都宮の新しい脳神経外科と音楽会」と題して独協医科大学主任教授であられます、
金 彪(キン・ヒョウ)先生に卓話をお願いしております。金先生よろしくお願い致します。

宇都宮陽北ロータリークラブ 創立 20 周年記念式典 キャラバン
創立 20 周年記念例会のご案内
日時：6 月 23 日(火)17：30 開会

場所：ベルヴィ宇都宮

卓話者：宇都宮大学 学長 進村武男氏

RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

幹事報告

中野 智之 幹事

§ネパール大地震義援金の件、理事会承認により支援 BOX を皆様のテーブルに回しますので、ご
協力をお願い致します。併せてクラブより、50,000 円を送金致します。
§地区米山記念奨学会 恩田委員長より、昨年度米山奨学生のスレスタ・スニティー(ネパール)さ
んに今回の地震災害安否確認のメールをした所、返信がございました。(内容読上げ・現在イギ
リスに留学中、ネパールの家族も無事)
§5 月 27 日(水)18：30 より、新旧委員長会議をホテルニューイタヤに於いて開催致します。

スマイル BOX 委員会報告

青木克浩 委員長

§三井良春様(宇都宮陽北 RC)
宇都宮陽北 RC 創立 20 周年記念例会のお知らせのキャラバンに参りました。よ
ろしくお願い致します。
§中野智之幹事

金先生、本日は卓話にお越し戴き、ありがとうございます。

§安齊誠一会員

金先生、本日の卓話、よろしくお願い致します。

§坂井俊司会員

本日、お見えになっている金先生は、以前 卓話を戴いた前朝日新聞の和泉さん
も手術をして戴きました。その後、足利市長になったのも先生のお蔭だと思っ
ています。本日の卓話、ありがとうございます。

§平澤照隆会員

本日の卓話は大変興味深い題材です。よろしくお願い致します。

§仲田俊夫会員

陽北 RC に皆様、ようこそおいで下さいました。ゆっくりとご歓談下さい。

§田村一夫会員

ようやく仮釈放(病院)になり例会に出て来られました。入院中は会長はじめ多
くの方に温かい励ましとお見舞いを戴き、ありがとうございました。今後も入
退院を繰り返す事になりますが、極力例会に出て、元気を分けてもらいます。
また、今日の卓話者の金先生には妻がくも膜下出血で倒れた際にお世話になり、
奇跡的に後遺症もなく今も元気に暮らしています。感謝しております。

§田島久夫会員

先日、妻の誕生日にお花を届けて戴き、ありがとうございました。

§村上芳弘会員

しばらくぶりなので、一番に例会に来ました。

§山本幹夫会員

5 月 6 日市内 10 クラブのゴルフ大会でシニアの部で優勝しました。

§藤島

職業奉仕委員から 2 月頃お願いした「職業奉仕に関するアンケート」のご提出、

拓会員

ありがとうございます。ご返事を戴いていない方は 5 月中に藤島宛てに FAX を
お願い致します！！
§若林博純会員

今日も元気にスマイルします。

§佐々木隆会員

久々の出席になってしまいました。暑くなってきました。熱中症に気を付けて
下さい。

§黒崎丈博会員

例会に欠席が多くて申し訳ございません。本日はよろしくお願い致します。

§角田充由会員

ご報告になります。先月に行われました、宇都宮市議会議員選挙におきまして、
皆様の支えで当選をさせて頂きました。今後、ロータリー活動を頑張って参り
ますので、どうぞよろしくお願い致します。ありがとうございました。

§青木克浩委員長 本日も沢山のスマイル、ありがとうございます。
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多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました
亘理ロータリークラブワンコイン支援
甲子園募金

今週の金額
今週の金額
今週の金額

ネパール地震災害義援金
国際奉仕委員会報告

25,000 円
1,416 円
14,141 円
34,106 円

安齊 誠一 委員長

ベトナム・ホーチミン市のバンブーワームハウス訪問日程が決まりました。
7 月 11～12 日(土日)とし、11 日(土)に 3,000 ドルの寄贈式を行う予定です。多くの会員の皆様
のご参加をよろしくお願い致します。
また、南風インターアクトクラブより、難民支援基金としてバザーの収益金 25,075 円をお預か
りしております。こちらも併せて寄贈して参ります。

スペシャルオリンピックス日本・栃木
スペシャルオリンピック日本・栃木では、5 月 30 日(土)に映画「天心の譜」の上映会を開催い
たします。
映画は、指揮者・小林研一郎氏が、障がいがある 31 名の演奏家を【コバケンとその仲間たちオ
ーケストラ】に加え、コンサートまでの半年間の日々を綴ったドキュメンタリーです。
当日はどなたでも入場できます。知的障害者やスペシャルオリンピックス日本の活動を、皆様
に広くご理解いただきたく、多くの方のご来場をお待ちしています。
お問い合せはスペシャルオリンピック日本・栃木事務局まで。(パンフレットレターボックス配布)

会員卓話
獨協医科大学
主任教授 金 彪 様
「宇都宮の新しい脳神経外科と音楽会」
脳外科、脳神経外科＝Neurosurgery＝神経外科
高習熟度 領域

大学病院・特定機能病院の使命 治療力・重症病態・人材育成

脳血管障害・出血・梗塞の原因
くも膜下出血ー脳検診

(中略)

有病率５％、 破裂率 年間１％
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腰椎狭窄症の症候
間歇跛行 前かがみ、座る、うずくまる

などで改善

自転車は乗れる、カートは押して歩ける

朝、起床時の痛み 坐骨神経痛、脚の痛み、腰痛
細分野
脳血管障害（手術、血管内治療）脳腫瘍

(原発性、転移性、聴神経、下垂体、頭蓋底など）

脊髄脊椎 機能的脳神経外科・てんかんの外科・機能的脳神経外科・定位手術・小児・奇形外傷
全国８０医科大学トップ３の症例数
手術症例数、増大、飽和・予約期間、予約数の延長・平均在院日数は 9 日・在院患者数は増大
医師定員は不変・医業利益率の増大・規模成長見通しの限界
医療法人社団・脳神経脊髄脊椎外科サービスの発足と活動
専門家が長く活動できる体制確保
人財育成の拡大
2007

医療法人社団 ・脳神経脊髄脊椎外科サービス

2010 宇都宮脳脊髄センター （定住自立圏確立 助成事業）
2014 手術施設・入院病床１９ （栃木県地域医療再生計画 助成事業）
宇都宮中心地の脳脊髄センターの意義
遠方からの受診者に対する利便性
宇都宮と県内広域に対してアクセスを改善
多数の患者を獨協医大に紹介、治療
手術後の定期的診察の利便性
特定機能病院の本来の使命の強化
利益相補的
総合脳神経系センターの必要性、方向性
脳血管障害など急性期治療力の充実
分化と統合 ー 7 細分野の整備
内科的診断機能、予防指導機能の充実
高度リハビリテーション
脊髄損傷、脳幹血管障害、期間を制限されないリハビリ、新しい機器技術

地方都市 定住自立圏確立 まち・ひと・しごと創生

北関東の中核都市

都市の魅力

文化活動の重要性、街の魅力再生
身近に良質な演奏を聴く機会を増やす 安価に聴けること
会員制の音楽会、法人設立

月一回、一回 2000 円

国際級の若い音楽家の支援
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出席報告

会員数
出席数
欠席数
出席率

田島 久夫 委員

47 名
30 名
17 名
75.00％

前々回 5 月 6 日
訂正率 法定休日

次回例会
2015 年
5 月 27 日(水)

外部卓話
第 2550 地区 社会奉仕委員会

プログラム

月

日

5 月 27 日(水)

月

日

6 月 3 日(水)

時

間

12：30～13：30

時

間

12：30～13：30

内

容

外部卓話：第 2550 地区
社会奉仕委員会

内

容

外部卓話：(株)山水閣
代表取締役 片岡 孝夫 様
「これからの那須」

6 月 10 日(水)

12：30～13：30

本年度委員会事業実績報告

6 月 17 日(水)

12：30～13：30

本年度委員会事業実績報告

6 月 24 日(水)

18：30～20：30

最終例会：夜間例会

