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会長卓話 

 
松井 昭夫 会長 

 
煙治療若いうちから   

皆様こんにちは、来週の月曜日は IM ですね。

当クラブがホストクラブになっており、全員参加

でよろしくお願いいたします。 
少し耳の痛い人も居られますが、今日は健康に

まつわる話をしてみたいと思います。 
「一日一本ずつでも減らしていきましょう」 
要町病院の吉沢孝之院長は 20 代・30 代のヘビ

ースモーカーに提案しています｡禁煙外来を訪れ

るこうした患者は月に 5 人程度ですが、喫煙率は

男女とも 30 代が最も高く、20 代も全体平均を上

回ります｡仲間内の飲み会など喫煙の誘惑も多い

世代、同病院では風邪で訪れる若者達に、吸って

第 1986・1987 回 例会記録    
平成 29 年 1 月 18 日   
司会 ： 近藤 慎悟    編集 ： 深野 秀樹 

 
会 次 第 

1．点鐘 
2．ロータリーソング 
  『我らの生業』 
3．ロータリーの目的 
4．お客様紹介 
   地区職業奉仕委員会  杉村 幹夫  様 
5．会長卓話 
6．幹事報告 
7．委員会報告 
8．スマイル報告 
9. 卓話 
  地区職業奉仕委員会  杉村 幹夫  様 
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いないか確認するそうです。 
吉沢院長は「いきなり害を訴えるのでは無く、

禁煙の意思があれば支援するのが大事」と話す｡

継続率 35 パーセント止まり、禁煙治療ではニコ

チンを皮膚から吸収する貼り薬“ニコチンパッ

チ”や飲み薬で禁断症状を抑え、禁煙を目指す｡

保険適用となったのは 2006 年度で、対象は 

“一日吸う本数×年数”で示すブリンクマン指

数が 200 を超す人。ただ 20代は喫煙年数が短く、

アンケートによるところの基準では、禁断症状が

出るなどして医師に『ニコチン依存症』と診断さ

れても約 8 割が対象外になっていた。そこで厚生

労働省は 16 年度の診療報酬改定で見直しを実施

し、34 歳以下は基準を満たさなくても、『ニコチ

ン依存症』と診断されれば保険適用にしたそうで

す｡たとえば禁煙補助剤“チャンピックス”を

12 週間服用した場合、窓口での負担は約 19,000
円に成るそうです｡全額負担に比べ、40,000 円以

上安くなる計算です。もっとも周知は道半ばのよ

う、日本禁煙学会の作田学理事長は「制度はまだ

知られておらず、利用はまだ増えていない、もっ

とピーアールする必要がある」と話しています｡ 
禁煙治療は必ず成功するわけでは無い｡ 
日本禁煙学会によると、治療を始めてから１年

後の禁煙継続率は 35 パーセントにとどまる。愛

知県に住む男性会社員 32 歳は禁煙外来に通って

数ヶ月は禁煙したが、「お酒を飲んだときに 1 回

吸ったのを機に再会してしまった」と肩を落とす。 
たばこがやめにくいのは、身体的と心理的の二

つ依存があるためで、ニコチンの禁断症状という

身体的依存は薬で抑えることが出来るが、一方の

「仕事が一段落したら一服」「吸わないと手持ち

無沙汰」など習慣にまつわる心理的依存から抜け

出すには時間がかかる。「心理的依存を減らす」

こうした習慣を改めるため、身近なスマホを使っ

て手助けしようとする動きも出てきた。「まず顔

を洗って水を一杯飲みましょう」、朝一番でスマ

ホの表示を見て、起き抜けの一服をやめた。健康

アプリ開発のキュア・アップと慶応大学医学部は

そんな禁煙支援アプリを開発した｡現在、慶応大

病院（新宿）や、さいたま市立病院など 10 病院

で臨床研究中。まだ一般の人は使えないが、全国

の医師が患者に活用を勧める医療用アプリとし

て数年内に実用化するとの事です。禁煙外来に通

う患者が．アプリ上で禁煙歴のほか、日々の体調

や吸いたくなった時間帯、禁煙が続いているかど

うかなどを入力。アプリはこうしたデーターを基

に起床時や食後など「吸ってしまいそうな時」に

文字で注意を促す｡健康被害をまとめた動画の閲

覧も促す｡ 

心理的依存の解消には医師のカウンセリング

が重要である。開発に、携わる舘野博喜医師は「若

者の多くは 24 時間スマホを身につけており、常

に専門医の助言が表示されれば禁煙成功率は上

がるはず」と話しております。 
「自分の健康と家族の為と皆の為に、禁煙奉仕

をしてみませんか」国立がん研究センターのチー

ムは子育て中にガンと診断された際に 18 歳未満

の子供がいる患者は全国で年間 5 万 6 千人に上

るそうです。患者と子供の数は合計で約 8 万 7
千人になるという。井上泉特任研究員は、｢診療

の中で､患者の子供は見えない存在｣になりがち、

子供への支援の必要性に気付いて欲しいと言っ

ています。2009～2013 年に入院した 20～59 歳

の患者約 6,700 人を調査。18 歳未満の子供がい

る患者は 24.7%で平均年齢は男性 46.6 歳、女性

43.7 歳でした。子供の平均は 11.2 歳だった。ガ

ンの種類ですが男性は胃ガン（15.6%）と肺ガン

（13.2%）で、女性は乳ガン（40.1％）と子宮ガ

ン（10.4%）が多かったそうです。皆さんもお互

いに健康にはきをつけましょう。 
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ロータリーの目的 

 
一柳 昌利 会員  

 
幹事報告 

 
須賀 篤史 幹事 

・越谷市暴力排除推進協議会より会費納入の御礼の

手紙が届いております。 
・一般社団法人 越谷青年会議所より新春賀詞交歓

会のご案内が届いております。 
・越谷南 RC より 1-2 月のプログラムが届いておりま

す。 
・先週の理事役員会にて承認された審議事項を発表

致します。 
（1）2 月度プログラムの件 
（2）2018-2019 年度派遣 R 財団学生募集の件 
（3）ガバナーノミニー候補者推薦の件 
（4）新会員承認の件 

 
雑誌記事紹介 

 
ロータリー情報委員会  鈴木 英男 会員 
 
ロータリー財団派遣奨学生の募集について。 

1.資格条件 
2.奨学金の種類・支給額 
3.応募要項 
4.選考試験 
5.合格発表 

以上の説明が有りました。 
 

3 分間ロータリー情報 
 

ロータリー情報委員会  松﨑 義一 会員 
 

会員の皆様、こんには、本日の 3 分間ロータリー情

報は、ロータリー希望の風奨学金について、お話しを

させていただきます。 
東日本大震災後に、当時のガバナー会はガバナ

ー会規約に基づく東日本大震災支援検討委員会を

立ち上げました。この委員会の委員長が故・織田吉

郎パストガバナー(第 2790 地区・銚子ロータリークラ

ブ)です。もとは、関東大震災の東京ロータリークラブ

の支援活動に学んだのです。次世代を担う子どもた

ちの支援に向けられたのです。生活用品の提供では

なく、人を育てる環境づくりに視点を定め、心のこもっ

た支援を実施しているのです。東日本大震災で両親

もしくは片親を失った遺児で大学(短大を含む)、専門

学校に学ぶ者で入学から卒業まで毎月 5 万円を継

続して給付し、返還を求めないのです。第 2770 地区

は、100 万円支援しております。 
以上 3分間ロータリー情報とさせていただきます。 

 
 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/�


週報                                       2016-2017 国際ロータリーテーマ 
第 2770 地区 第 8 グループ                            “人類に奉仕するロータリー” 

              ＲＩ会長 ジョン F.ジャーム 

越谷北ロータリークラブ    
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」   2016-2017 松井 昭夫会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 
4 

 

 
委員会報告 

 
青少年奉仕委員会 関 雄二郎 会員 

2/12 に第 29 回インターアクト協議会が獨協埼玉

高等学校にて開催されます 
今年度は、当クラブがホストクラブとなっており

ますので前日、当日を含め会員全員で役割を持っ

て素晴らしい会に成りますようご協力お願い致し

ます。 
 

会 計 ： 黒田 幸英  会員 
今年度、下期の会費を受け付けておりますので、今

月中にお振り込み宜しくお願い致します。 
次に、会計報告をホワイトボードに張り付けておりま

すのでご確認下さい。 
 

2019－2020 年ガバナー推薦の報告 
 

 
 小林 操 会員 

 
後日、経緯や思いをお話ししますので、どうぞ宜し

くお願い致します。 
 
 
 
 

 
 卓話者紹介  

 
職業奉仕委員会 吉澤 晴雄 会員 

 
 

 卓 話  
 

 
 地区職業奉仕委員会  杉村 幹夫  様 

 

 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/�


週報                                       2016-2017 国際ロータリーテーマ 
第 2770 地区 第 8 グループ                            “人類に奉仕するロータリー” 

              ＲＩ会長 ジョン F.ジャーム 

越谷北ロータリークラブ    
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」   2016-2017 松井 昭夫会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 
5 

 

 

 

 

 

 

 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/�


週報                                       2016-2017 国際ロータリーテーマ 
第 2770 地区 第 8 グループ                            “人類に奉仕するロータリー” 

              ＲＩ会長 ジョン F.ジャーム 

越谷北ロータリークラブ    
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」   2016-2017 松井 昭夫会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 
6 

 

 

 

 

 

 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/�


週報                                       2016-2017 国際ロータリーテーマ 
第 2770 地区 第 8 グループ                            “人類に奉仕するロータリー” 

              ＲＩ会長 ジョン F.ジャーム 

越谷北ロータリークラブ    
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」   2016-2017 松井 昭夫会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 
7 

 

 

 
             

      
 

・地区職業奉仕委員会委員、杉村幹夫様、本日卓

話宜しくお願いします。来週の IM も宜しくお願い

します。                   松井 昭夫 
・地区職業奉仕委員会杉村様、ようこそ。卓話宜しく

お願いします。              須賀 篤史 
・地区職業奉仕委員会杉村様、ようこそ。卓話宜しく

お願い致します。             大熊 正行 
・地区職業奉仕部門杉村様、宜しくお願いします。

小林 操 
・1/23IM 皆様のご協力宜しくお願い致します。 
                         中澤 伸浩 
・地区職業奉仕委員会杉村様、いらっしゃいませ。 

                          松﨑 義一 

・地区委員の杉村様、卓話宜しくお願い申し上げま

す。                      堀野 眞孝 
・地区職業奉仕委員会委員、杉村様、本日卓話宜し

くお願いします。              吉澤 晴雄 
 ・本日卓話、杉村様宜しくお願いします。関森 初義 
・地区職業奉仕委員会委員、杉村幹夫様、本日卓

話宜しくお願いします。             市川 洋和 
・職業奉仕の卓話、宜しくお願いします。宮﨑 敏博 

 ・杉村様、卓話宜しくお願い致します。 佐藤 要                  
 ・長谷川さんヤクルトごちそうさま。    会田 謙二 
 ・世界平和の為に。             大濱 裕広 
 ・日々、奉仕の気持ちを大切に。本年度、本日も宜

しくお願い申し上げます。         新沼 徹 
 ・寒中お見舞い申し上げます。      本間 孝 
 ・本日もお世話になります。        高 瑠美子 
 ・例会欠席が多く済みません。      一柳 昌利 
 ・本日、早退させて頂きます。インフルエンザに気お

付けて下さい。               今井 英治  
 ・今年度下期の会費のお支払いを、お願いしており

ます。今月中のお振り込み、ご協力下さい。 
黒田 幸英 

  
  

出席報告 
 

会員数            50 名 
出席免除者         14 名 
出席者            38 名 
欠席者            12 名 
出席率            86.4% 
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開催当日は多くの方にご参加いただきました。 
準備からご協力くださった会員様、そして運営に 
協力くださった会員様に感謝申し上げます。 
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