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2019年６月 第１週 

  

  ２０１９年６月 ７日（金） No.２７６５ 

 第２８２１回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話「地区に出向させていただきます」 

             北畑 博史 会員 

             水城  実   会員 

             栗本 勝彦 会員 

 

 

  ６月１４（金） 

 ○ ソング「みんなで大きな輪になって」 

         ―「親睦」・「奉仕」・「Ｉ ｓｅｒｖｅ」― 

 〇 卓話「１年を振り返って」 

             三木 菊夫 会長 

      

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか  ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか  ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめるるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか   

2018-2019年度 RI会長 バリー・ラシン 「 BE THE INSPIRATION 」 

事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年５月３１日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ５月３１日   出席５５名  ホームクラブ出席者６８．７５％ 

 ５月１７日   出席総数出席６５名（免除会員含み）確定出席率：８７．８４％ 

          （会員８０名 出席規定適用免除会員１１名（内出席５名） 

会長挨拶 

ガバナー     樫畑直尚  

幹事報告 

 本日はニコニコ箱のお話しを

したいと思います 

 先週の例会で、林ＳＡＡの方

から、ニコニコの献金額が当初

予算を相当額下回っているとの

お話しがありました。事務局に

確認してみますと、先週例会ま

での累計は約２８１万円とのこと

です。あと確実に入金されるリ

ボン献金が約９万円程で合計２

９０万円の収入予定であります。一方、ニコニコ献金の予算

合計は３６５万円となっていますので、約７５万円の不足と

なっています。今日を入れて残り４回の例会でコメント献金

を７５万円入れていただかなければ、当初予算に届かない

ということになります。 

 ニコニコ献金は、本人お誕生日、奥様お誕生日、入会記

念日など確定した献金額は一人年額２万２０００円です。こ

の他に、「ちょっと良いことがあって」とか、「誰それさんに写

真をいただいて」とか、「阪神タイガースが巨人に大勝して」

とか、いわゆるコメント献金を年額２万４０００円、つまり一月

２０００円を目標にしていただければ、ほぼ予算額をクリア

できる仕組みになっています。ところが、現在７５万円の不

足ということですので、これを８０名で割りますと一人約１万

円という金額になります。今年度のご自分の献金実績を考

慮していただき、少し足りないなあ、とお感じの方は少し多

めに、もう十分足りている、とお感じの方は、さらに多めにニ

コニコ献金をしていただきたいと存じます。本日は例会終

了後もニコニコ献金を受け付けますのでよろしくお願いしま

す。 

 新入会員の方もいらっしゃいますので、最後になぜニコ

ニコ献金をするのか、というお話をします。ロータリークラブ

の奉仕事業は、原則全てこのニコニコ献金で賄われていま

す。例外は、当別会計が別にあります親睦事業と青少年育

成基金を使う事業だけです。したがって、ニコニコ献金が

予定通り集まらなければ、その年度の奉仕事業の収支が

赤字決算になってしまい、翌年度の事業に支障が出てくる

ことになります。 

 従いまして、次年度以降も、決められたリボン献金はもち

ろんのこと、少なくとも月２０００円程度のコメント献金も意識

的にしていただければクラブとして有難いこととと存じます。 

 最終例会で、ＳＡＡがニコニコ箱を持って走り回らなくても

済むように皆様にお願いをいたしまして本日の会長報告と

いたします。 

特定非営利活動法人トレス、自立援助

ホームわだちの家、つぼみの家の理事

長川口充紀さんより寄付のお礼の手紙

が届いております。 

2019年6月度例会プログラム予定表 

7日（金）「地区出向させていただきま



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

す。」北畑会員、水城会員、栗本会員 

14日（金）「1年を振り返って」三木会長 

21日（金）最終夜間例会 

      ダイワロイネットホテル和歌山4F18：30 

28日（金）休会 

近隣ＲＣ例会変更のお知らせ 

6月 3日（月）和歌山アゼリアRC アバローム紀の国 

         サイン受付12：00～12：30 

6月 5日（水）和歌山西ＲＣ ラヴィーナ和歌山  

         サイン受付12：00～12：30 

6月 17日（月）和歌山北ＲＣ ルミエール華月殿 

         サイン受付12：00～12：30 

6月 19日（水）和歌山西ＲＣ ラヴィーナ和歌山 

         サイン受付12：00～12：30 

6月 20日（木）和歌山東ＲＣ ダイワロイネットホテル和歌山         

         サイン受付12：00～12：30 

6月 24日（月）和歌山アゼリアRC アバローム紀の国 

                    サイン受付12：00～12：30 

6月 25日（火）和歌山ＲＣダイワロイネットホテル和歌山 

                    サイン受付12：00～12：30 

6月 26日 (水) 和歌山東南ＲＣ   ルミエール華月殿 

                    サイン受付12：00～12：30 

6月 27日 (木) 和歌山城南ＲＣ アバローム紀の国 

                     サイン受付12：00～12：30 

近隣ＲＣ例会休会のお知らせ 

6月24日（月）和歌山北ＲＣ  

6月26日（水）和歌山西ＲＣ 

6月27日（木）和歌山東ＲＣ 

＊サイン受付はございません。 

当クラブ例会変更のお知らせ 

6月21日（金）12：30～ → 18：30～ 

当クラブ例会休会のお知らせ 6月28日（金）の当クラブの

例会はクラブ定款第8条第1節により、理事会の決定を経て

休会と致します。 

ニコニコ掲示板に掲示しておりますので、ご確認ください。 

地区大会記録誌を個人BOXに入れておりますので、お持

ち帰り下さい。 

5月25日（火）社会奉仕委員長会議が開催されました。 

健康づくり運動ポイント事業の資料を各テーブルに置いて

おりますので、お持ち帰り下さい。 

              

 

 

 

             ニコニコ箱 

 

奥様誕生日・・・大工君 

 

三木君・・・〇阪神、巨人に連勝おめでとうございます。 

       〇皆様ニコニコ献金よろしくお願いします。 

島村君・・・5月度ゴルフ同好会で久々に優勝して昨日、一 

    昨日テニス全仏オープンで錦織と大谷が勝利して。 

山中君・・・孫娘が令和元年5月1日東京で結婚しました。 

岩井君・・・三木会長、首位が見えてきました。 

      橋本先生いつもありがとうございます。 

大野君・・・橋本先生、おいしい食事ありがとうございまし 

       た。藤林さんグループラインでALSOKをお誉め 

       いただきありがとうございました。  

北芝君・・・マチュピチュへ行ってきます。飛行キおちたら 

       さようなら。 

白石君・・・〇私事ですが6月付けの辞令で金沢に転勤する 

       ことになりました。僅か1年3ヶ月の期間でした 

      が、皆様には大変お世話になりました。最終夜間 

      例会には参加しますので宜しくお願い致します。 

     〇柴田幹事一足早い送別会有難うございました！ 

毘舎利君・・・あと1ヶ月三木年度を楽しみます。 

野村君・・・ちょっと良い事がありました！！ 

中村（真）君・・・楠部さんにいいものをいただきありがとうご 

          ざいました。 

北畑君・・・堀井さんにごちそうになりまして。 

嶋谷君・・・橋本シニア先生にごちそうになりました。 

田中（祥）君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

畠中君・・・ニコニコ献金に協力させて頂きます。 

 

         計￥38,000-  累計￥2,854,540- 

５月お誕生祝 

５月奥様お誕生日祝の大工博史会員です。 

親睦委員会メンバー 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

卓 話 

「ロボット胃がん手術

について」 

 
和歌山県立医科大学  

外科学第2講座 講師  

尾島 敏康 様 
 

「はじめに」 

ロボット支援下の胃がん手術は2018年4月より術者規

定，施設規定を設けた保険適応となりました．これまでは国

内では年間100件未満の手術件数でありましたが，2018年

度は1000件近くの手術件数と急速に増加しています．本日

はこのロボット支援下胃癌手術の説明をします． 

当院では2017年5月からロボット支援下胃がん手術を開

始しました．適応は根治切除可能な胃がん患者です。胃が

んの切除術式（幽門側胃切除，胃全摘，噴門側胃切徐）は

問いません。現在までに65例に行いました． 

 

「手術の概要」 

ロボット手術といっ

てもロボットが勝手に

手術するわけではあ

り ま せ ん．da  Vinci 

Surgical Systemを用

い て 手 術 を 行 い ま

す。腹 腔 鏡 下 に ロ

ボットアームを装着

し，コンソールと呼ば

れるコクピットのよう

なところで術者は操

作します。 

鮮明な3D画像ならびに監視の関節機能により人間の手

を超えた可動域により，これまでの開腹手術，腹腔鏡手術

に比べて緻密な手術が行える可能性があります。 

 

「ロボット手術の利点」 

今までの腹腔鏡胃がん手術と比較して，ロボット胃がん

手術は，手術時間は長いものの出血量は少ない結果であ

り，さらに，術後膵液ろうの合併症はゼロでした． 

 

「ロボット手術の欠点」 

ロボットそのものは大変高価であり，3億円以上します．ま

たランニングコストも高く，維持が大変です． 

 

「入院日数の目安」 

腹腔鏡胃がん手術と同様です。合併症がなければ術後

10日～14日で退院になります． 

 

「どこでもロボット胃癌手術は受けられるのか？」 

 ロボット手術を挿入する

に は 施 設 基準 が あ り ま

す．具体的には300床以

上，麻酔科が常勤，医療

工学技士が常勤，年間

50例以上の胃癌手術が

行われているなどです．

現在和歌山県内でロボッ

ト胃癌手術が受けられる

のは和歌山医大と日赤

和歌山医療センターの2

施設です． 

 

「執刀医」 

ロボット胃癌手術を執刀するには，certificate (免許) が

必要です．日本消化器外科学会専門医であり，かつ日本

内視鏡外科学会技術認定医でなければ免許は取得できま

せん．また保険治療を行うには，10例以上の手術経験がな

いと申請できません． 

 

当日はどんな質問でもお受けします。よろしくお願いしま

す。 

橋本忠通会員より

尾島敏康様のご紹

介がありました。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

第6回 市内9RC会長・幹事会新現合同引き継ぎ会ならびに懇親会 

2019年５月２５日（土）18:30～ダイワロイネットホ

テル和歌山４Fにて第6回 市内9RC会長・幹事会新現

合同引き継ぎ会ならびに懇親会が開催されました。

（ホスト：和歌山南RC） 

当クラブからは、豊田泰史ガバナー補佐、三木菊夫会

長、山田 守次年度会長、柴田哲男幹事、北畑博史次

年度幹事が参加致しました。 


