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第 2066 回

令和元年 5 月 9 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
君が代・奉仕の理想
３．ビジター・ゲスト紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７．月初めのセレモニー
８．ＢＯＸ披露
９. 委員会報告
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊血圧測定
＊月初めのセレモニー
＊米山ランチ BOX
＊外部卓話―都農町長 河野正和様
＊例会終了後理事会

第 2065 回 例会内容（4/25）
■会長の時間
会長 坂田 師通 君
皆様は、江戸時代のドラマ
や書物で、花魁が“鳥屋につ
く”あるいは“鳥屋に入る”
という言葉を聞かれたことが
あるかもしれません。本来の
鳥屋につくという意味は、鷹
の羽が夏の末に抜け落ち冬毛
に変ることでありますが、花
魁については、梅毒に罹って
毛髪が抜けてしまうことで、
この間は客の前に出ないことでした。
今日は梅毒の話をいたします。梅毒はコロンブスがア
メリカ大陸を発見したことにより世界に広まったとされ
ています。詳しい経緯については私は知りませんが、本
邦でもキリスト教が伝わる以前に、中国などから感染者
が来日していたようです。興味深いことですが、梅毒の
ことをフランス人はナポリ病、イタリア人とポルトガル
人はスペイン病、スペイン人はポルトガル病、イギリス
人はフランス病、ロシア人はポーランド病、ポーランド
人はロシア病と呼ぶそうであります。
我が国の深刻な問題として、２０１０年から梅毒患者
は年々増加し、２０１６年１月１日～９月２５日までに
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高鍋ロータリークラブテーマ
『ロータリーの心を地域の人に届けよう』
第 2730 地区ガバナー
川原 篤雄
中部分区ガバナー補佐 安田 秀一
RI テーマ 『インスピレーションになろう』
地区テーマ『プラスワンの考動を』
5 月の月間テーマ
青少年奉仕月間
次週例会案内；5 月 16 日（2067 回）
＊雑誌紹介
＊2019-2020 年度のための地区研修協議会報告
＊例会終了後プログラム委員会
報告された患者数は３１８８人（男性２２３８人、女性
９５０人、うち先天梅毒は１１人）でした。梅毒はスピ
ロヘータ属のトレポネーマ・パリダムの感染で一般にⅠ
期からⅣ期に分けられます。Ⅰ期梅毒は感染から３週間
で、初期硬結、硬性下疳、リンパ節腫脹などの症状があ
ります。Ⅱ期梅毒は、感染後３か月～３年で、バラ疹な
どの皮膚症状が有名です。先の花魁の脱毛もこの時期で
あり、その後免疫力が回復してくると脱毛はなくなりま
す。また、この頃から不妊になることもあり、花魁にと
ってある意味で都合の良いことでした。その後Ⅲ期早期
潜伏梅毒・晩期梅毒となり、ゴム腫などの症状が認めら
れ、Ⅳ期梅毒になると大動脈瘤などの心血管系障害や神
経梅毒が認められるようになります。梅毒の治療はペニ
シリンが第一選択であり、病期によって投与期間が異な
りますが、時に６か月くらい投与する場合もあります。
大変深刻なのは先天梅毒であります。生下時には、低
出生体重や脈絡網膜炎などの胎内感染による症状を認め
ます。また、梅毒疹、骨軟骨炎などの早期先天梅毒の症
例もあります。さらに乳幼児期には症状を呈さず、学童
期以降にハッチンソン三徴（実質性角膜炎、内耳性難
聴、ハッチンソン歯：М字型の歯）を呈する後期先天梅
毒もあります。
今月は母子の健康月間なので、最近深刻な問題である
梅毒について話をしました。大事なのは性教育とともに
性病教育だと私は思います。

■幹事報告
＜文書案内＞
＊2022-23 年度ガバナー候補者
推薦のお願い（〆切 5/31）
＊佐土原 RC の 5 月例会案内

幹事 橋口 清和 君

☆会員卓話
長谷川 修身 君
今年は私にとって嬉しいことが
二つありました。
一つ目は舞鶴神社奉賛会から感
謝状を頂いたことです。毎年元旦
にまく紅白縁起餅を奉納している
☆甘木ロータリークラブ例会
ことに対してです。これは開店当
メークアップ訪問報告
初から 27 年間続けている事で、ま
平成 31 年 4 月 23 日、8：30 発
さかこういうご褒美を頂くとは思
の ANA4664 便で福岡へ飛び、福岡
っていませんでした。それと毎年
空港でレンタカーをチャーターして、途中朝倉の観光地
10 月に行われています持田の古墳祭に餅とその年にでき
を語るうえでは外せない「三簾水車」を見学して、例会場
た新商品のお菓子を奉納しています。これは次の世代に
の「パーレンス小野屋」
（甘木 RC 会員）へ向かいました。
も引き継いでいってもらいたいと思っているところです。
到着が 11 時 30 分と早かったので、ホテルのロビーで
二つ目は、私のあんこの師匠、小幡先生から「今度、NHK
お茶でもと思っていましたら、もうすでに、会長幹事、SAA
プロフェッショナル仕事の流儀 に出演するので観てほ
等、複数の会員さんが、お見えになっていました。会長さ
しい。」という電話があった事です。小幡先生は相変わら
んは内田守会長（コンピューターソフト開発会社）、寛治
ずよく食べ、よく飲み、よくしゃべりとてもお元気でした。
さんは、綾部茂明幹事（保険代理業）さんにご挨拶して、
また、あんこに対する情熱は少しも変ってなくますま
わがクラブと同様、ウエルカムランチが 12 時より始まり
す進化していました。私も頑張れる勇気をもらいました。
ました。点鐘は会長席で、ソングの後は、四つのテスト唱
補足ですが、連休中に今度はフジテレビの取材を受け
和で始まります。驚いたのは、出席率の高さ、98 パーセ
「国宝にんげん」という特番に出ることになりましたが
ントはざら、59 名の会員さんです。にこにこボックスの
残念ながら宮崎では放送がないそうです。県外のお知り
金額の高さ、この日だけでも 80000 円以上、先月の数字で
合いの方にお伝えくださるとありがたいです。
しょうか？64 万円と桁違いの数字には驚かせられました。
放送は 5 月 18 日 15：50～17：20 の予定だそうです。
食事もビジター費 1700 円にしては立派。この日は会員
卓話で、社会保険労務士さんの、働き方改革などについて
■ＢＯＸ披露
親睦活動委員 緒方 郁男 君
専門分野ならではの卓話で、大変勉強になりました。霊会
＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞
終了後、会長,幹事、次年度会長の矢野清博（タクシー業）
【坂田師通君】吉田君の当選
エレクトを交えて、これからの交流方法について、会談し
おめでとうございます。
ました。いきなり友好関係クラブ（甘木 RC は友好関係ク
【橋口清和君】甘木 RC に行か
ラブなどはない）締結でなく、これをきっかけに交流しま
せていただきました。こん
しょうという話になり、ゴルフコンペを開催すると三分
な貴重な機会を頂き感謝申
の一の会員さんが集まるなどゴルフ好き（シングルクラ
し上げます。長谷川君空席
ス多数）な会員さんが多く、宮崎でのコンペなどを提案し
待ちで残念でしたね。
てみました。そのあとは坂田会長の先祖が秋月の殿様と
【井上博功君】早朝例会・清掃を欠席してしまい申し訳あ
一緒に高鍋に来たとのことで、秋月の博物館、秋月種茂公
りません。「例会出席できなくなりました」と財津さ
の三男、黒田長のぶ（字が出てきません）の墓前に手を合
んに電話したのが 11 時頃。早朝例会だったんだ‼
わせてｖ、土産も買わず（暇がなかった）、18 時 10 分の
【石田喜克君】吉田憲市会員の再就職おめでとうござい
福岡空港発の飛行機にギリ間に合って帰ってきました。
ました。
甘木クラブの皆様は、大変フレンドリーで気さくな方
【藤本範行君】4 月 23 日の甘木 RC 訪問を突然キャンセル
ばかりで、長く付き合っていけそうな気がしました。
しまして申し訳ありません。とても残念でした。
【長谷川修身君】観桜会で紹介しました小幡先生のあん
こを数年ぶりに作りました。今後はしっかり作ってい
きます。
■出席報告

茂木晃君

中武泰一郎君

（4/25）
正会員総数
出席会員数
ホーム出席率
修正出席率

出席委員 横山 隆 君

41 名
34 名
85.00％
87.50％

