
【10月30日 AFP】
米カリフォルニア州南部で発生した山火事
が終息に向かう中、カリフォルニア州知事緊
急対策室は29日、「勝利宣言」の発表を中止
した。
州知事緊急対策室の報道官によると、29日
時点で「活動している箇所」に分類された火
災は6件だけで、いずれも50％以上鎮火して
いる。数日以内にすべての火災が鎮火される
見通しではあるものの、週末には強風と気温
の上昇が予測されており、同報道官は「勝利
宣言」は時期尚早との見方を示している。
サンディエゴで8万130ヘクタールを焼いた
最大規模のWitch Fireは95％消火し、30日中
には完全に鎮火する見込み。
死者5人を出した同じくサンディエゴの

Harris Fireも、31日までには鎮火する見通
しだ。

ラホヤRC
会長様
メンバー各位
拝啓　初秋の候を迎え、日本では朝夕気温も
低くなり、山々の木々も色が変わり美しい景
色となりました。しかし、南カリフォルニア
での大災害のニュースに、私共一同心を痛め
心配をしております。そして、美しいラホヤ
の近郊まで火災が迫る事態に驚いています。
この度の御地でのこの大火災につき、災害
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会長　大神　邦明君
ラホヤRCへお見舞のメールを

出しました。国際奉仕委員長か
らと私、会長名の2通を送りま
した。

ラホヤRC
ケイ・ウォルトマン様／ヤスト・タナ様
その後、皆様いかがお過ごしでしょう

か？さて、先般より南カリフォルニアの山
火事のニュースは、日本でも大きく報道さ
れております。
佐世保ロータリークラブメンバーも、25万

人以上の方々が莫大な被害にあわれているこ
とについて、大変心配をしております。ラホ
ヤロータリークラブの方々への被害はありま
すか？ 私共で何かお手伝い出来ることがあ
れば是非お知らせください。
皆様のご無事を祈っております。まずは、

取り急ぎお尋ねと南カリフォルニアの皆様へ
お見舞を申しあげます。
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に遭われた全ての皆様に心からお見舞申しあ
げます。また、犠牲になられ尊い命を失われ
た7名の方々とご家族へお悔やみを申しあげ
たいと思います。残念ながら、大火災は多少
鎮静化しつつも、依然続いているとのこと、
日本でも引き続き報道されており懸念してお
ります。
幸いラホヤロータリークラブの皆様に直接
被害が無いとの事で安心しましたが、近郊の
方々のご無事と一日も早い災害地区の復旧を
祈っております。どうか、もし私共にお手伝
い出来ることがありましたら遠慮なくお知ら
せください。
佐世保ロータリークラブメンバー一同より
皆様のご無事をお祈り申しげます。取り急ぎ
安否の確認まで。

敬具

佐世保ロータリークラブ
会長　大神　邦明

佐世保ロータリークラブ
メンバー一同

お願い
ロータリー財団、米山記念奨学会への寄付
をお願いします。

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○卓話者
会員　溝口　尚則君

幹事　中村　徳裕君
１．第2740地区ガバナー 野口　　清君
世界社会奉仕プロジェクトについてお知らせ

長崎北RCの世界社会奉仕委員会・ロータ
リーアクト委員会合同プロジェクト
フィリピン共和国マニラ市イントラモラ

スロータリークラブの協力を得て最貧住人

を対象に夏物の古着を贈呈する資金
（世界社会奉仕資金は地区関係資金として
全会員より拠出いただいてますのでお知ら
せいたします。）

２．提唱　唐津東ロータリークラブ
会長　岩崎眞二郎君

唐津ローターアクトクラブ
会長　廣瀬　佳也君

実行委員長　鬼塚　明人君
地区行事「スポーツ懇親会」のご案内

日時／平成19年11月11日豸
AM10:00～15:30
（昼食は準備いたします）

場所／唐津市立外町小学校 体育館
TEL 0955-73-1161

登録料／500円
締め切り／11月6日

３．佐世保市社会福祉協議会
会長　村上　啓次郎様

協議会設立50周年記念大会の開催について

（ご案内）

日時／平成19年11月18日豸 13:00～16:00
場所／アルカスSASEBO  4F  中ホール

４．国際ロータリー
r o t a r i a n誌　11月号
ROTARY WORLD誌　10月号

５．つくも苑　所長
文化祭のご案内

日時／平成19年11月17日貍 10:30～
18日豸 10:30～
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親睦活動委員会　F口　純一君

田中　龍治君
父が89歳で人生に終止符をうちました。10
月10日の葬儀には、佐世保、長崎と遠方にも
かかわらずご会葬を賜り厚くお礼申しあげま
す。一方で、社長として初めての中間決算報
告と、…多忙な日々を送り、ロータリー活動
がおろそかになっておりました。今日からま
た心機一転がんばりますので、ご指導よろし
くお願いいたします。

溝口　尚則君
今日は、卓話をさせて頂きます。よろしく
お願いします。

安福鴻之助君
ソムリエ協会のツアーに便乗してイタリ

ア、フランスワイン研修旅行に行って来まし
た。ローマは真冬に近い寒さでびっくりしま
したが、イタリア、フランス共に有名ワイナ
リーを訪問、又、リヨンでは三ツ星、二つ星
のレストランを堪能し、幸せ一杯で帰国しま
した。ただ、大神会長はバレバレとも知らず、
今でも隠密行動だったつもりのようですか
ら、みなさんも知らんぷりをしてあげてくだ
さい。梅村副会長、会長不在時はご苦労様で
した。

梅村　良輔君
大神会長、安福さん、無事なご帰国で良か
ったですネ。先週の夜の例会では、会長代行
をさせて頂きました。私はやはり今日の席の
方が居心地が良いです。お土産とお土産話を
楽しみにしています。

遠田　公夫君、古賀　　巖君、中村　徳裕君
第10回 YOSAKOIさせぼ祭りが、先日10月
26～28日の3日間、27万人の観客を動員し、
盛会のうちに無事開催することができまし
た。皆様のご理解とご協力に心より感謝して
ニコニコします。

松尾　慶一君、芹野　隆英君、平尾　幸一君
橘F 克和君、金氏嘉一郎君、玉井　　晃君
千住　雅博君、加納洋二郎君、山下　尚登君
山縣　義道君、坂田　慎吾君
本日卓話される溝口尚則会員の話を楽しみ
にしています。

井上　斉爾君
結婚記念月のお祝いありがとうございまし
た。先週お休みしましたので。

田中丸善弥君
〔ラホヤRCからのメール〕
サンディエゴの火事についてのお尋ねと、

佐世保ロータリークラブの方々のご心配をお
知らせいただきありがとうございます。
先週の日曜日に郊外の2ヵ所で50マイルに

及ぶ内陸地で突然発生した火事は、強風が火
事を海岸の方へ速いスピードで押しやりまし
た。強風は水曜日には減少し、火事はまだ内
陸地で北、北東、南東に続いているものの、
海岸へ向かう西方への移動は止まりました。
ランチョ・サンタフェにあるウォルトマン家

やデルマーのグッドデェル家を含めた地域
は、避難勧告下にありますが、幸いにも火事
は彼らの家の近くまでは及んでいません。
郊外では50万人以上の人々が避難勧告によ
り影響を受け、少なくとも1400世帯が破壊さ
れ、そして残念なことに、7名が火事で亡く
なりました。

アリス・タナー
ヤス・タナー
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 24,000円

累　　計 385,000円

◇



＊次回例会予告＊

卓話　　佐世保市役所　障害福祉課課長
小濱　規男様

「障がい者の福祉」
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（今週の担当　金氏嘉一郎）

クラブ会報委員会 委 員 長 山下　尚登　　委　員 黒木　政純・溝口　尚則
副委員長 芹野　隆英　　 金氏嘉一郎・松尾　慶一

『怖いぞ緑内障』

会員　溝口　尚則 君

緑内障については2001年に日本でセンセー
ショナルな研究発表がされました。多治見ス
タディというものです。日本における緑内障
の有病率を調査することが目的でなされまし
た。結果はなんと40歳以上で5％であること
がわかりました。20人に1人の割合です。そ
の中で注目すべきは、約8割以上の人が緑内
障を自覚しておらず治療もしていなかったと
いうことです。また、特に70歳以上では7～8
人に1人という驚くべき高率であったという
事も驚きでした。佐世保ロータリーの会員の
先輩にも緑内障の人がおられるかもしれませ
ん。
このような調査によって我々一般の眼科医
も緑内障に注目するようになり、診断技術も
向上してきました。結膜炎やめがねの調整で
受診される患者さんの中の緑内障を見逃すこ
とがかなり減って来たように思います。治療
はまず点眼から行います。点眼も心臓疾患や
喘息、呼吸機能の低下などの副作用もあり注
意が必要です。これでも眼圧のコントロール
が不良ならばレーザー治療になり、手術も選
択肢の中にはいってきます。手術は大きく濾
過手術と流出路手術の2つにわかれますが、
前者は合併症が多く、しかも重篤なので私は
あまり好んで行っていません。もっぱら後者
の手術を行っています。

このように、最近は緑内障は一般外来でも
頻度が高くなり、眼科医も避けて通れなくな
りました。様々な診断器械も発達して眼科の
外来はさながらコンピューター室の観を呈し
て来ています。検査はなにも痛いことはあり
ません。会員の諸先輩方、一度眼科の検査を
受けられる事をお勧めします。

卓　　話


