
出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　39名　　欠席者数　16名
出席率　72.22％　　前々回訂正　87.04％　　　　
欠席者　相原，原，日笠（常），堀川，入江，岩本，加戸，金子，河村，菊井，木本，小菅，熊野，
　　　　森本，横山，（渡辺）

ゲ　ス　ト　　
（事務所が同じクラブの幹事５名+１名）
　岡山東ロータリークラブ　　　　岡山北ロータリークラブ　　　岡山西南ロータリークラブ
　　幹事　佐藤英明　様　　　　　　幹事　岸本達也　様　　　　　幹事　小林和義　様
　岡山丸の内ロータリークラブ　　岡山岡南ロータリークラブ　　岡山備南ロータリークラブ
　　幹事　儀間　剛　様　　　　　　幹事　入江祥子　様　　　　　幹事　吉永敏貴　様

S . A . A . 　 　　
６RC＋１幹事会 ： 第６回目となる幹事会訪問です。今日は、末吉幹事の凜とした雄姿を拝見させていただきます。

よろしくお願いします。
岡本（和）会員 ： 昨日、大野富士とも称される福井県九頭竜川上流の荒島岳（1,523ｍ）に登りました。久しぶりの

本格的な山登りで、雨上りの悪路とも重なり９時間近くの歩行は難儀でした。
末吉会員 ： 佐藤幹事、岸本幹事、小林幹事、儀間幹事、入江幹事、吉永幹事、ようこそお越しくださいました。
平松会員 ： 佐藤芳子様には「役に立つ金融・金銭教育」と題して卓話をしていただきますこと厚く御礼申し上げ

ます。生涯現役で過ごすには、四つのテストならぬ四つの健康が大切であるというお話を拝聴する
のを楽しみにしています。

竹本会員 ： ・佐藤芳子様、本日は大変お世話になります。卓話楽しみにしています。
・６RCの幹事様、ようこそおいで下さいましてありがとうございます。

氏房会員 ： 佐藤様、本日の役に立つ金融教育の卓話、よろしくお願いします。
藤岡会員 ： ・５月６日に長女が高校の同級生と結婚し、式をグランヴィアで挙げました。初孫ができる日を楽しみに

しております。
・岡山北RCの岸本様、ようこそ。

小松原会員 ： 本日皆様のレターボックスにご案内を入れさせて頂きました、閉店しておりました弊社店舗、青江の
「サンテエソワン」を５月26日よりコミュニティサロンとしてオープン致します。皆様ぜひお立ち寄り下さい。

槌田会員 ： 久々の出席ですみません。
西岡会員 ： 先週商用にて、例会を欠席しましたので、スマイルします。

10件　30,000円（累計 1,212,000円）
会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
デング熱
　この病気は媒介する蚊、ネッタイシマカに刺されることによって発症するウィルス疾患でありま
す。もともとアフリカの風士病でありましたが、人間が地球規模で移動するようになり、蚊の可動
域を超えて世界中に生息地を広げたことが原因で、1780年代にはほぼ同時にアジア、アフリカ、
北アメリカで流行し、続く19世紀には、熱帯、亜熱帯、ときには温帯でも流行がありました。アジアの流行には別種
のヒトスジシマカが関係しています。
　典型的な症状は、突然の発熱、嘔吐、発疹、前頭部の痛み、眼の奥の痛みで、関節、筋肉に灼けるような痛みが
出現、痛みのために手足が動かなくなる状態から「断骨熱」とも言われています。1906年オーストラリアの医師、 トー
マス・レイン・バンクロフトは、ネ ッタイシマカが伝播することを示しましたが、病原体がウィルスだとわかったのは数十
年後のことでした。流行地域では、貧弱な医療と劣悪な公衆衛生インフラが大きな問題として指摘されました。
　さらに心配なことは、デング出血熱（DHF）とデング熱ショ ック症候群（DSS）の重症型が現れたことです。現在 
100以上の国の約25億人一全地球人口の40%-がデング熱流行地域に住んでいます。21 世紀に入ってからも
数千万人のデング熱患者が報告され、毎年数十万人の DHF/DSS 患者が出ています。
　感染を防ぐためのアドバイスは、肌を隠し、蚊に刺されないようにすることであり、また蚊が繁殖しそうな屋外の

第１1回理事・役員会議事録　  　 
日時　2017年５月８日㈪13：40～14：10　　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「ルビーの間」
１、開　　会 会長  岡本 和夫、 司会・幹事  末吉 賢多
２、出席者の確認 副　幹　事　児島　正典
　　岡本和夫　竹本千代子　末吉賢多　児島正典　氏房信明　仲田錠二　入江直人　相原利行
　　樋口芳紀　小松原隆代　平松　信　岡本浩三　西山隆三郎　堀川辰也　大饗よし江
３、会長挨拶 会　　　長　岡本　和夫
４、審議事項
① ５月～６月のプログラムについて　第4回IDMを5月29日㈪に開催したいとの提案があり、承認された。
② 花見夜間例会収支報告について　　原案通り承認された。
③ 家族旅行について
　親睦活動委員長より、再度見積りを行い、6月の理事・役員会に上程したいとの報告があった。
④ 京都朱雀ＲＣ友好親睦旅行について　　原案通り承認された。
⑤ ホームクラブ100％出席表彰及びスマイル表彰について　
　昨年度と同様としたいとの提案があり、承認された。
⑥ クールビズについて　　５月22日例会から９月25日例会までとしたいとの提案があり、承認された。
⑦ その他　　小松原会員より会員の皆様に配布したいチラシがあるとの要望があり、承認された。
５、報告事項　　　特になし。
６、閉　　会 副　会　長　竹本千代子

第６回被選理事・役員会議事録 　　　
日時　2017年５月15日㈪13：30～14：00　　　場所　ホテルグランヴィア岡山４階「櫻の間」
１、開　　会 会長  大饗よし江、司会・幹事  樋口 芳紀
２、出席者の確認 副　幹　事　日笠　伸之
　　大饗よし江　坪井雅弘　 樋口芳紀　 日笠伸之　　橘高正剛　　末吉賢多　　西岡貞則　　
　　鴨井利典   花房　茂　 仲田錠二　  槌田道弘　 岡本和夫　 竹本千代子　
３、会長挨拶 大饗よし江
４、審議事項
①年間行事予定について　　原案通り承認された。
②プログラムスケジュール（７月～９月）案について　　原案通り承認された。
③運営活動計画書の提出・予算について　　提出状況を確認した。
④地区補助金事業について
　３月末日に地区補助金申請書を提出し、承認待ち。 内容については今後ＲＳＫさんと協議していく。
　●プロジェクト名：『地方創生プロジェクト ＴＶ報道番組「メッセージ」から見える地域の今』講演会
　●実施予定日時：９月18日（月祝）午後１時～３時　　　
　●実施予定会場：ホテルグランヴィア岡山
　●補助金申請額：432，000円　　※プロジェクト予算の合計額904，928円
⑤クリスマス例会のイベントについて　　原案通り承認された。
　●予算200万円（うち「テツandトモ」公演70万円）
　●16歳以上のご家族の会費を1人5,000円（例年4,000円）、16歳以下のご家族の会費を１人1,000円（例年無料）徴収
　●バルーンは継続
⑥旧ひな壇慰労会について　　日程：７月24日㈪　時間：未定　場所：検討中　贈答品：検討中
５、報告事項　　　特になし。
６、閉　　会 副　会　長　坪井　雅弘

容器を片付け、防虫剤を散布することであります。日が暮れてから刺すマラリアの蚊と違って、ネッタイシマカは日
中刺し、特に日の出から2、3時間、また日没前の2、3時間に好んで活動します。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 岡山県赤十字血液センターより、 献血にご協力いただいた皆様にお礼状が届いております。
② 笠岡東ロータリークラブより、 創立30周年記念誌が届いておりますので回覧いたします。
③  ハイライトよねやま206号、 他クラブ月報・週報を回覧いたします。
④ 「歴史同好会」第十三回定例会のご案内を配付しております。
⑤ 本日例会終了後13時30分より4F「櫻の間」において、「第6回被選理事役員会」が開催されますので、次年度
理事・役員の皆様はご出席ください。

⑥ ５月20・21日の京都朱雀RC様との友好旅行について、参加者の皆様には、本日追加のご予約と再度の確認
で、FAXをさせて頂きます。尚、集合時間は、岡山駅7：00、またゴルフに参加の皆様のクラブ送付先、土ひねり
をされる皆様は、前かけ・タオル等をご持参ください 等を明記しております。

⑦ ５月22日より９月25日の例会まで、クールビズを実施致します。

外 部 卓 話 
「役に立つ金融・金銭教育」　岡山県金融広報委員会 金融広報アドバイザー　佐藤 芳子  様 

　政府は、第２次世界大戦後に国民が豊かな生活を過ごせるよう、また国も豊かになる目的で法律
をつくり「貯蓄増強中央委員会」を立ち上げました。その後、経済の高度成長による活動内容の変
化に伴い「貯蓄生活設計推進委員会」、さらに近年の金融界自由化とともに次世代の金融教育等
に重点をおいた「金融広報委員会」と名称が変わりました。岡山県は日本銀行岡山支店の中に事務局があります。
　資料「くらしと数字」の空欄を埋めていきます。（抜粋）
1． 日本と世界の人口推移
　各国の人口推移（現在を100として2050年の人口）：
　　日本70、米140、EU104、豪160、中国93、インド145、ブラジル130
　各国の平均年齢（歳）：　世界の平均年齢29.7
　　日本46、米37、EU46、豪38、中国36、インド27、ブラジル30
2． くらし
　日本の自給率：　食料39％、資源（石油・鉄や銅鉱石）0 %、エネルギー4％
　食料の自給率：　東京1％、大阪2％、岡山39％、北海道200％、米国130％、豪187％
　　　　100％を超えている国は4ヵ国
　アジアで働く人の時給：　日本1,500円、中国200円、バングラディシュ20円
３．金　利
　数字は世界共通　数字に強くなりましょう。1円、10円を大切にしましょう。
　くらしと数字で、世界の状況、日本の状況が分かります。
　100歳（120歳）までの生活設計（ライフプラニング）を今一度描いてください。
　国際的な関心が高まるきっかけは、2008年のリーマンショックです。米国民の「住宅ローンの借り過ぎ」を起点とした
世界的な金融危機の発生は、貸し手である金融機関への規制強化とともに、借り手である個人の金融リテラシー（お
金の知識・判断力）向上の必要性を強く意識させることになりました。
　国内でも、少子高齢化に伴う老後生活の不安の高まりから、「自助努力での資産形成が重要」との認識が広まって
います。また、振込詐欺、インターネットショッピングでのトラブルなどにより、金融リテラシーが日常的に求められています。
　金融知識調査では、正答率で米国を7％下回っており、学校等で金融教育を受けた人の割合は、米国の1/3に止
まっています。そのため、日本は金融知識について自信のない人が多いようです。
　子どもさんや若い人達のための、金融・金銭教育に取り組んでいきたいと思っています。
生涯現役で過ごすために大切な“四つの健康”：1． 身体が健康である　　　2． 心が健康である

3． 人間関係が健康である　4． お金（家計）が健康である
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出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　39名　　欠席者数　16名
出席率　72.22％　　前々回訂正　87.04％　　　　
欠席者　相原，原，日笠（常），堀川，入江，岩本，加戸，金子，河村，菊井，木本，小菅，熊野，
　　　　森本，横山，（渡辺）

ゲ　ス　ト　　
（事務所が同じクラブの幹事５名+１名）
　岡山東ロータリークラブ　　　　岡山北ロータリークラブ　　　岡山西南ロータリークラブ
　　幹事　佐藤英明　様　　　　　　幹事　岸本達也　様　　　　　幹事　小林和義　様
　岡山丸の内ロータリークラブ　　岡山岡南ロータリークラブ　　岡山備南ロータリークラブ
　　幹事　儀間　剛　様　　　　　　幹事　入江祥子　様　　　　　幹事　吉永敏貴　様

S . A . A . 　 　　
６RC＋１幹事会 ： 第６回目となる幹事会訪問です。今日は、末吉幹事の凜とした雄姿を拝見させていただきます。

よろしくお願いします。
岡本（和）会員 ： 昨日、大野富士とも称される福井県九頭竜川上流の荒島岳（1,523ｍ）に登りました。久しぶりの

本格的な山登りで、雨上りの悪路とも重なり９時間近くの歩行は難儀でした。
末吉会員 ： 佐藤幹事、岸本幹事、小林幹事、儀間幹事、入江幹事、吉永幹事、ようこそお越しくださいました。
平松会員 ： 佐藤芳子様には「役に立つ金融・金銭教育」と題して卓話をしていただきますこと厚く御礼申し上げ

ます。生涯現役で過ごすには、四つのテストならぬ四つの健康が大切であるというお話を拝聴する
のを楽しみにしています。

竹本会員 ： ・佐藤芳子様、本日は大変お世話になります。卓話楽しみにしています。
・６RCの幹事様、ようこそおいで下さいましてありがとうございます。

氏房会員 ： 佐藤様、本日の役に立つ金融教育の卓話、よろしくお願いします。
藤岡会員 ： ・５月６日に長女が高校の同級生と結婚し、式をグランヴィアで挙げました。初孫ができる日を楽しみに

しております。
・岡山北RCの岸本様、ようこそ。

小松原会員 ： 本日皆様のレターボックスにご案内を入れさせて頂きました、閉店しておりました弊社店舗、青江の
「サンテエソワン」を５月26日よりコミュニティサロンとしてオープン致します。皆様ぜひお立ち寄り下さい。

槌田会員 ： 久々の出席ですみません。
西岡会員 ： 先週商用にて、例会を欠席しましたので、スマイルします。

10件　30,000円（累計 1,212,000円）
会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
デング熱
　この病気は媒介する蚊、ネッタイシマカに刺されることによって発症するウィルス疾患でありま
す。もともとアフリカの風士病でありましたが、人間が地球規模で移動するようになり、蚊の可動
域を超えて世界中に生息地を広げたことが原因で、1780年代にはほぼ同時にアジア、アフリカ、
北アメリカで流行し、続く19世紀には、熱帯、亜熱帯、ときには温帯でも流行がありました。アジアの流行には別種
のヒトスジシマカが関係しています。
　典型的な症状は、突然の発熱、嘔吐、発疹、前頭部の痛み、眼の奥の痛みで、関節、筋肉に灼けるような痛みが
出現、痛みのために手足が動かなくなる状態から「断骨熱」とも言われています。1906年オーストラリアの医師、 トー
マス・レイン・バンクロフトは、ネ ッタイシマカが伝播することを示しましたが、病原体がウィルスだとわかったのは数十
年後のことでした。流行地域では、貧弱な医療と劣悪な公衆衛生インフラが大きな問題として指摘されました。
　さらに心配なことは、デング出血熱（DHF）とデング熱ショ ック症候群（DSS）の重症型が現れたことです。現在 
100以上の国の約25億人一全地球人口の40%-がデング熱流行地域に住んでいます。21 世紀に入ってからも
数千万人のデング熱患者が報告され、毎年数十万人の DHF/DSS 患者が出ています。
　感染を防ぐためのアドバイスは、肌を隠し、蚊に刺されないようにすることであり、また蚊が繁殖しそうな屋外の

第１1回理事・役員会議事録　  　 
日時　2017年５月８日㈪13：40～14：10　　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「ルビーの間」
１、開　　会 会長  岡本 和夫、 司会・幹事  末吉 賢多
２、出席者の確認 副　幹　事　児島　正典
　　岡本和夫　竹本千代子　末吉賢多　児島正典　氏房信明　仲田錠二　入江直人　相原利行
　　樋口芳紀　小松原隆代　平松　信　岡本浩三　西山隆三郎　堀川辰也　大饗よし江
３、会長挨拶 会　　　長　岡本　和夫
４、審議事項
① ５月～６月のプログラムについて　第4回IDMを5月29日㈪に開催したいとの提案があり、承認された。
② 花見夜間例会収支報告について　　原案通り承認された。
③ 家族旅行について
　親睦活動委員長より、再度見積りを行い、6月の理事・役員会に上程したいとの報告があった。
④ 京都朱雀ＲＣ友好親睦旅行について　　原案通り承認された。
⑤ ホームクラブ100％出席表彰及びスマイル表彰について　
　昨年度と同様としたいとの提案があり、承認された。
⑥ クールビズについて　　５月22日例会から９月25日例会までとしたいとの提案があり、承認された。
⑦ その他　　小松原会員より会員の皆様に配布したいチラシがあるとの要望があり、承認された。
５、報告事項　　　特になし。
６、閉　　会 副　会　長　竹本千代子

第６回被選理事・役員会議事録 　　　
日時　2017年５月15日㈪13：30～14：00　　　場所　ホテルグランヴィア岡山４階「櫻の間」
１、開　　会 会長  大饗よし江、司会・幹事  樋口 芳紀
２、出席者の確認 副　幹　事　日笠　伸之
　　大饗よし江　坪井雅弘　 樋口芳紀　 日笠伸之　　橘高正剛　　末吉賢多　　西岡貞則　　
　　鴨井利典   花房　茂　 仲田錠二　  槌田道弘　 岡本和夫　 竹本千代子　
３、会長挨拶 大饗よし江
４、審議事項
①年間行事予定について　　原案通り承認された。
②プログラムスケジュール（７月～９月）案について　　原案通り承認された。
③運営活動計画書の提出・予算について　　提出状況を確認した。
④地区補助金事業について
　３月末日に地区補助金申請書を提出し、承認待ち。 内容については今後ＲＳＫさんと協議していく。
　●プロジェクト名：『地方創生プロジェクト ＴＶ報道番組「メッセージ」から見える地域の今』講演会
　●実施予定日時：９月18日（月祝）午後１時～３時　　　
　●実施予定会場：ホテルグランヴィア岡山
　●補助金申請額：432，000円　　※プロジェクト予算の合計額904，928円
⑤クリスマス例会のイベントについて　　原案通り承認された。
　●予算200万円（うち「テツandトモ」公演70万円）
　●16歳以上のご家族の会費を1人5,000円（例年4,000円）、16歳以下のご家族の会費を１人1,000円（例年無料）徴収
　●バルーンは継続
⑥旧ひな壇慰労会について　　日程：７月24日㈪　時間：未定　場所：検討中　贈答品：検討中
５、報告事項　　　特になし。
６、閉　　会 副　会　長　坪井　雅弘

容器を片付け、防虫剤を散布することであります。日が暮れてから刺すマラリアの蚊と違って、ネッタイシマカは日
中刺し、特に日の出から2、3時間、また日没前の2、3時間に好んで活動します。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 岡山県赤十字血液センターより、 献血にご協力いただいた皆様にお礼状が届いております。
② 笠岡東ロータリークラブより、 創立30周年記念誌が届いておりますので回覧いたします。
③  ハイライトよねやま206号、 他クラブ月報・週報を回覧いたします。
④ 「歴史同好会」第十三回定例会のご案内を配付しております。
⑤ 本日例会終了後13時30分より4F「櫻の間」において、「第6回被選理事役員会」が開催されますので、次年度
理事・役員の皆様はご出席ください。

⑥ ５月20・21日の京都朱雀RC様との友好旅行について、参加者の皆様には、本日追加のご予約と再度の確認
で、FAXをさせて頂きます。尚、集合時間は、岡山駅7：00、またゴルフに参加の皆様のクラブ送付先、土ひねり
をされる皆様は、前かけ・タオル等をご持参ください 等を明記しております。

⑦ ５月22日より９月25日の例会まで、クールビズを実施致します。

外 部 卓 話 
「役に立つ金融・金銭教育」　岡山県金融広報委員会 金融広報アドバイザー　佐藤 芳子  様 

　政府は、第２次世界大戦後に国民が豊かな生活を過ごせるよう、また国も豊かになる目的で法律
をつくり「貯蓄増強中央委員会」を立ち上げました。その後、経済の高度成長による活動内容の変
化に伴い「貯蓄生活設計推進委員会」、さらに近年の金融界自由化とともに次世代の金融教育等
に重点をおいた「金融広報委員会」と名称が変わりました。岡山県は日本銀行岡山支店の中に事務局があります。
　資料「くらしと数字」の空欄を埋めていきます。（抜粋）
1． 日本と世界の人口推移
　各国の人口推移（現在を100として2050年の人口）：
　　日本70、米140、EU104、豪160、中国93、インド145、ブラジル130
　各国の平均年齢（歳）：　世界の平均年齢29.7
　　日本46、米37、EU46、豪38、中国36、インド27、ブラジル30
2． くらし
　日本の自給率：　食料39％、資源（石油・鉄や銅鉱石）0 %、エネルギー4％
　食料の自給率：　東京1％、大阪2％、岡山39％、北海道200％、米国130％、豪187％
　　　　100％を超えている国は4ヵ国
　アジアで働く人の時給：　日本1,500円、中国200円、バングラディシュ20円
３．金　利
　数字は世界共通　数字に強くなりましょう。1円、10円を大切にしましょう。
　くらしと数字で、世界の状況、日本の状況が分かります。
　100歳（120歳）までの生活設計（ライフプラニング）を今一度描いてください。
　国際的な関心が高まるきっかけは、2008年のリーマンショックです。米国民の「住宅ローンの借り過ぎ」を起点とした
世界的な金融危機の発生は、貸し手である金融機関への規制強化とともに、借り手である個人の金融リテラシー（お
金の知識・判断力）向上の必要性を強く意識させることになりました。
　国内でも、少子高齢化に伴う老後生活の不安の高まりから、「自助努力での資産形成が重要」との認識が広まって
います。また、振込詐欺、インターネットショッピングでのトラブルなどにより、金融リテラシーが日常的に求められています。
　金融知識調査では、正答率で米国を7％下回っており、学校等で金融教育を受けた人の割合は、米国の1/3に止
まっています。そのため、日本は金融知識について自信のない人が多いようです。
　子どもさんや若い人達のための、金融・金銭教育に取り組んでいきたいと思っています。
生涯現役で過ごすために大切な“四つの健康”：1． 身体が健康である　　　2． 心が健康である

3． 人間関係が健康である　4． お金（家計）が健康である

－２－

例会プログラム例会プログラム例会プログラム例会プログラム

君の唇に 色あせぬ言葉を　
阿久悠 2003.4.27



出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　39名　　欠席者数　16名
出席率　72.22％　　前々回訂正　87.04％　　　　
欠席者　相原，原，日笠（常），堀川，入江，岩本，加戸，金子，河村，菊井，木本，小菅，熊野，
　　　　森本，横山，（渡辺）

ゲ　ス　ト　　
（事務所が同じクラブの幹事５名+１名）
　岡山東ロータリークラブ　　　　岡山北ロータリークラブ　　　岡山西南ロータリークラブ
　　幹事　佐藤英明　様　　　　　　幹事　岸本達也　様　　　　　幹事　小林和義　様
　岡山丸の内ロータリークラブ　　岡山岡南ロータリークラブ　　岡山備南ロータリークラブ
　　幹事　儀間　剛　様　　　　　　幹事　入江祥子　様　　　　　幹事　吉永敏貴　様

S . A . A . 　 　　
６RC＋１幹事会 ： 第６回目となる幹事会訪問です。今日は、末吉幹事の凜とした雄姿を拝見させていただきます。

よろしくお願いします。
岡本（和）会員 ： 昨日、大野富士とも称される福井県九頭竜川上流の荒島岳（1,523ｍ）に登りました。久しぶりの

本格的な山登りで、雨上りの悪路とも重なり９時間近くの歩行は難儀でした。
末吉会員 ： 佐藤幹事、岸本幹事、小林幹事、儀間幹事、入江幹事、吉永幹事、ようこそお越しくださいました。
平松会員 ： 佐藤芳子様には「役に立つ金融・金銭教育」と題して卓話をしていただきますこと厚く御礼申し上げ

ます。生涯現役で過ごすには、四つのテストならぬ四つの健康が大切であるというお話を拝聴する
のを楽しみにしています。

竹本会員 ： ・佐藤芳子様、本日は大変お世話になります。卓話楽しみにしています。
・６RCの幹事様、ようこそおいで下さいましてありがとうございます。

氏房会員 ： 佐藤様、本日の役に立つ金融教育の卓話、よろしくお願いします。
藤岡会員 ： ・５月６日に長女が高校の同級生と結婚し、式をグランヴィアで挙げました。初孫ができる日を楽しみに

しております。
・岡山北RCの岸本様、ようこそ。

小松原会員 ： 本日皆様のレターボックスにご案内を入れさせて頂きました、閉店しておりました弊社店舗、青江の
「サンテエソワン」を５月26日よりコミュニティサロンとしてオープン致します。皆様ぜひお立ち寄り下さい。

槌田会員 ： 久々の出席ですみません。
西岡会員 ： 先週商用にて、例会を欠席しましたので、スマイルします。

10件　30,000円（累計 1,212,000円）
会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
デング熱
　この病気は媒介する蚊、ネッタイシマカに刺されることによって発症するウィルス疾患でありま
す。もともとアフリカの風士病でありましたが、人間が地球規模で移動するようになり、蚊の可動
域を超えて世界中に生息地を広げたことが原因で、1780年代にはほぼ同時にアジア、アフリカ、
北アメリカで流行し、続く19世紀には、熱帯、亜熱帯、ときには温帯でも流行がありました。アジアの流行には別種
のヒトスジシマカが関係しています。
　典型的な症状は、突然の発熱、嘔吐、発疹、前頭部の痛み、眼の奥の痛みで、関節、筋肉に灼けるような痛みが
出現、痛みのために手足が動かなくなる状態から「断骨熱」とも言われています。1906年オーストラリアの医師、 トー
マス・レイン・バンクロフトは、ネ ッタイシマカが伝播することを示しましたが、病原体がウィルスだとわかったのは数十
年後のことでした。流行地域では、貧弱な医療と劣悪な公衆衛生インフラが大きな問題として指摘されました。
　さらに心配なことは、デング出血熱（DHF）とデング熱ショ ック症候群（DSS）の重症型が現れたことです。現在 
100以上の国の約25億人一全地球人口の40%-がデング熱流行地域に住んでいます。21 世紀に入ってからも
数千万人のデング熱患者が報告され、毎年数十万人の DHF/DSS 患者が出ています。
　感染を防ぐためのアドバイスは、肌を隠し、蚊に刺されないようにすることであり、また蚊が繁殖しそうな屋外の

第１1回理事・役員会議事録　  　 
日時　2017年５月８日㈪13：40～14：10　　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「ルビーの間」
１、開　　会 会長  岡本 和夫、 司会・幹事  末吉 賢多
２、出席者の確認 副　幹　事　児島　正典
　　岡本和夫　竹本千代子　末吉賢多　児島正典　氏房信明　仲田錠二　入江直人　相原利行
　　樋口芳紀　小松原隆代　平松　信　岡本浩三　西山隆三郎　堀川辰也　大饗よし江
３、会長挨拶 会　　　長　岡本　和夫
４、審議事項
① ５月～６月のプログラムについて　第4回IDMを5月29日㈪に開催したいとの提案があり、承認された。
② 花見夜間例会収支報告について　　原案通り承認された。
③ 家族旅行について
　親睦活動委員長より、再度見積りを行い、6月の理事・役員会に上程したいとの報告があった。
④ 京都朱雀ＲＣ友好親睦旅行について　　原案通り承認された。
⑤ ホームクラブ100％出席表彰及びスマイル表彰について　
　昨年度と同様としたいとの提案があり、承認された。
⑥ クールビズについて　　５月22日例会から９月25日例会までとしたいとの提案があり、承認された。
⑦ その他　　小松原会員より会員の皆様に配布したいチラシがあるとの要望があり、承認された。
５、報告事項　　　特になし。
６、閉　　会 副　会　長　竹本千代子

第６回被選理事・役員会議事録 　　　
日時　2017年５月15日㈪13：30～14：00　　　場所　ホテルグランヴィア岡山４階「櫻の間」
１、開　　会 会長  大饗よし江、司会・幹事  樋口 芳紀
２、出席者の確認 副　幹　事　日笠　伸之
　　大饗よし江　坪井雅弘　 樋口芳紀　 日笠伸之　　橘高正剛　　末吉賢多　　西岡貞則　　
　　鴨井利典   花房　茂　 仲田錠二　  槌田道弘　 岡本和夫　 竹本千代子　
３、会長挨拶 大饗よし江
４、審議事項
①年間行事予定について　　原案通り承認された。
②プログラムスケジュール（７月～９月）案について　　原案通り承認された。
③運営活動計画書の提出・予算について　　提出状況を確認した。
④地区補助金事業について
　３月末日に地区補助金申請書を提出し、承認待ち。 内容については今後ＲＳＫさんと協議していく。
　●プロジェクト名：『地方創生プロジェクト ＴＶ報道番組「メッセージ」から見える地域の今』講演会
　●実施予定日時：９月18日（月祝）午後１時～３時　　　
　●実施予定会場：ホテルグランヴィア岡山
　●補助金申請額：432，000円　　※プロジェクト予算の合計額904，928円
⑤クリスマス例会のイベントについて　　原案通り承認された。
　●予算200万円（うち「テツandトモ」公演70万円）
　●16歳以上のご家族の会費を1人5,000円（例年4,000円）、16歳以下のご家族の会費を１人1,000円（例年無料）徴収
　●バルーンは継続
⑥旧ひな壇慰労会について　　日程：７月24日㈪　時間：未定　場所：検討中　贈答品：検討中
５、報告事項　　　特になし。
６、閉　　会 副　会　長　坪井　雅弘

容器を片付け、防虫剤を散布することであります。日が暮れてから刺すマラリアの蚊と違って、ネッタイシマカは日
中刺し、特に日の出から2、3時間、また日没前の2、3時間に好んで活動します。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 岡山県赤十字血液センターより、 献血にご協力いただいた皆様にお礼状が届いております。
② 笠岡東ロータリークラブより、 創立30周年記念誌が届いておりますので回覧いたします。
③  ハイライトよねやま206号、 他クラブ月報・週報を回覧いたします。
④ 「歴史同好会」第十三回定例会のご案内を配付しております。
⑤ 本日例会終了後13時30分より4F「櫻の間」において、「第6回被選理事役員会」が開催されますので、次年度
理事・役員の皆様はご出席ください。

⑥ ５月20・21日の京都朱雀RC様との友好旅行について、参加者の皆様には、本日追加のご予約と再度の確認
で、FAXをさせて頂きます。尚、集合時間は、岡山駅7：00、またゴルフに参加の皆様のクラブ送付先、土ひねり
をされる皆様は、前かけ・タオル等をご持参ください 等を明記しております。

⑦ ５月22日より９月25日の例会まで、クールビズを実施致します。

外 部 卓 話 
「役に立つ金融・金銭教育」　岡山県金融広報委員会 金融広報アドバイザー　佐藤 芳子  様 

　政府は、第２次世界大戦後に国民が豊かな生活を過ごせるよう、また国も豊かになる目的で法律
をつくり「貯蓄増強中央委員会」を立ち上げました。その後、経済の高度成長による活動内容の変
化に伴い「貯蓄生活設計推進委員会」、さらに近年の金融界自由化とともに次世代の金融教育等
に重点をおいた「金融広報委員会」と名称が変わりました。岡山県は日本銀行岡山支店の中に事務局があります。
　資料「くらしと数字」の空欄を埋めていきます。（抜粋）
1． 日本と世界の人口推移
　各国の人口推移（現在を100として2050年の人口）：
　　日本70、米140、EU104、豪160、中国93、インド145、ブラジル130
　各国の平均年齢（歳）：　世界の平均年齢29.7
　　日本46、米37、EU46、豪38、中国36、インド27、ブラジル30
2． くらし
　日本の自給率：　食料39％、資源（石油・鉄や銅鉱石）0 %、エネルギー4％
　食料の自給率：　東京1％、大阪2％、岡山39％、北海道200％、米国130％、豪187％
　　　　100％を超えている国は4ヵ国
　アジアで働く人の時給：　日本1,500円、中国200円、バングラディシュ20円
３．金　利
　数字は世界共通　数字に強くなりましょう。1円、10円を大切にしましょう。
　くらしと数字で、世界の状況、日本の状況が分かります。
　100歳（120歳）までの生活設計（ライフプラニング）を今一度描いてください。
　国際的な関心が高まるきっかけは、2008年のリーマンショックです。米国民の「住宅ローンの借り過ぎ」を起点とした
世界的な金融危機の発生は、貸し手である金融機関への規制強化とともに、借り手である個人の金融リテラシー（お
金の知識・判断力）向上の必要性を強く意識させることになりました。
　国内でも、少子高齢化に伴う老後生活の不安の高まりから、「自助努力での資産形成が重要」との認識が広まって
います。また、振込詐欺、インターネットショッピングでのトラブルなどにより、金融リテラシーが日常的に求められています。
　金融知識調査では、正答率で米国を7％下回っており、学校等で金融教育を受けた人の割合は、米国の1/3に止
まっています。そのため、日本は金融知識について自信のない人が多いようです。
　子どもさんや若い人達のための、金融・金銭教育に取り組んでいきたいと思っています。
生涯現役で過ごすために大切な“四つの健康”：1． 身体が健康である　　　2． 心が健康である

3． 人間関係が健康である　4． お金（家計）が健康である

－３－

本日のメニュー（５月22日（ヘルシー和食））　
焼物　太刀魚塩焼　花茗荷酢取り　酢橘（生姜醤油）　　　小鉢　長茄子煮浸し　糸花鰹
御飯　じゃこ山椒御飯（岡山県産こしひかり）　　椀物　ピーチポーク蕎麦  刻み葱  若芽  一味　　 香物　三種

次回のメニュー（５月29日）　
かぼちゃのスープ　　牛フィレ肉の網焼き コンフィにした葱のクーリ　　トマトとオニオンのサラダ 黒酢ドレッシング
デザート　　　コーヒー　　　パンとバター

　　会報部会／日笠伸之・原　全伸・小菅英司

クラブ情報クラブ情報クラブ情報クラブ情報

例会情報例会情報例会情報例会情報


