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第2785例会	 平成 29 年 11 月 22 日（水）

点　鐘 大塚 正一 会長

スマイル体操 平野 和枝 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
小林 美和 ソングリーダー

「手に手つないで」

お客様紹介 谷口 一成 親睦委員長
ゲストスピーカー
　タッチエム  販売代理店 橋本エンジニアリング株式会社
　海外事業戦略本部 本部長 高野勉 様
ゲストスピーカー ご同行者
　中里 康子 様
川崎西 RC　藤田 健司 様

出席報告 生垣 繁 出席委員
会員数 58 名 出席 37 名 欠席 21 名

（対象外 5 名） 出席率 69.81%
前々回訂正 欠席 0 名 MAKE UP 0 名

（対象外 0 名） 訂正出席率 100%
欠席者

朝山君 星野君 花田君 波木井君 濱田君 
川野君 小林（政）君 上山君 三浦君 溝淵君 
松山君 峯岸君 茂木君 三平君 柾木君 
野口（哲）君 野口（隆）君 重田君 佐久間君　　相良君 
藁科君  

会長報告 大塚 正一 会長
1.	 湯川ガバナーならびに大会委員長より、地区大会無
事終了の礼状を頂戴しております。

2.	 2018 ～ 19 年度	地区委員長の委嘱状が届きました
のでお渡し致します。
・川野正久会員：地区Ｒ財団委員長

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1.	 地区からの来信
地区主催チャリティマラソン大会	
担当者説明会開催のお知らせ

			日時：12月 8日（金）16：30～ 17：30
			会場：メモワールプラザソシア 21

2.	 他クラブ例会臨時変更
●新川崎 RC
			11 月 29 日（水）休会
	 12 月 20 日（水）クリスマス家族会
　会場：川崎日航ホテル　点鐘 18：00
	 12 月 27 日（水）・1月 3日（水）休会
	 1 月 17 日（水）職場訪問例会　横浜崎陽軒
●川崎大師 RC
　12月 20日（水）年忘れ家族会
　会場：横浜ベイシェラトン＆タワーズ　点鐘 18：00
　12 月 27日（水）・1月 3日（水）休会
　1月 10日（水）新春 4RC 合同例会
　会場：川崎日航ホテル　点鐘 12：30
●横浜本牧 RC
　	12 月 21 日（木）夜間移動例会
　	12 月 28 日（木）・1月 4日（木）休会

3.	 例会案内
・11月 29日（水）夜間例会 ( 研修委員会担当 )
　会場：クイーン ･アリス日吉　点鐘 18：00
　会費：5,000 円
・12月	6	日（水）理事会　年次総会
・12月 13日（水）移動例会
　会場：リストランテ・フィオーレ　点鐘 12：30
・12月 20日（水）年忘れ家族会
　会場：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
　点鐘 18：00
・12月 27日（水）・1月 3日（水）休会

委員会報告
ゴルフ同好会 横山 芳春 会員
11 月 21 日（火）、立野クラシックゴルフ倶楽部で第
2回大塚会長杯が行われ、14名の会員が参加しました。
第 1位：大塚	正一	会員
第 2位：入来	武久	会員
第 3位：宮崎	秀樹	会員

地区広報・公共イメージ向上委員会 大塚 正一 委員長
2018年ロータリーみなとみらいチャリティーマラソンのご案内
日時：2018 年 2月 10日（日）受付 8：30
会場：みなとみらい臨港パーク
※会社の方、ご家族の方にも是非お声掛けください。



卓話   
タッチエム  販売代理店 橋本エンジニアリング株式会社
海外事業戦略本部 本部長 高野勉 様

「認知症の早期発見・進行抑制に向けた認知機能評価支
援システムの普及」

」厚生労働省の調べ（下グラ
フ参照）からもわかります
が、毎年認知症患者の方が
増える傾向にあります。個
人差はありますが、認知症
は発生するまで平均約 20
年かかるといわれています。
最初の 5年間を軽度認知障
害といい、その後認知症に
なっていきます。その 5年
間で、治療をすると認知症
を防ぐこともできます。

従来の認知症の診断方法としては、「長谷川式」があり、
約 1時間ほどの医師の診断により行われます。元北海
道大学大学院	医学博士	村上新治教授により発明された
認知機能診断支援システム「タッチエム」は、タッチパ
ネルパソコンを使用して脳の認知機能を測定し評価す
るシステムです。従来の問診式認知機能評価システム
に比べ、5～ 7分程度で済むため、受検者の時間的疲労、
心理的負担は軽く、より正確な結果を得られるように
なります。

認知症の診断では、50％以上が誤診をされているとい
われ、それにより誤った薬を処方してしまい、逆に病状
を悪化させてしまうということがおきています。それ
を防ぐには、セカンドオピニオンを得るという意味も
含め、認知症専門医に診てもらうことをおすすめします。

タッチエムでは、次の脳機能を検査します。1. 視空間
の認知、記憶、2. 刺激順序の認知、記憶、3. 視覚運動
性機能、4. 運動巧緻性、5. ワーキングメモリー。これ
らの検査は非言語的に行われます。タッチパネルに 1
秒おきに表示される図形の場所と順番を覚えてタッチ
するという検査です。言語を一切使わないため、世界
中で使うことができるという利点もあり、将来的にも

認知症治療に役立つのではないかと考えています。今
のところは 1台約 80万円と高価な機器のため、なかな
か普及していませんが、現在海外で 1台 10万円ほどで
作れるように取り組んでいます。

認知症は発生までに約 20 年かかるといわれています。
皆様も是非、早めに認知症の検査を受けてみてはいか
がでしょうか。

ニコニコリポート 松下 幸夫 副会場監督
川崎西 RC 藤田 健司 様

本日、メーキャップに参りました。よろしくお願
いいたします。

大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事
ゲストスピーカーでお越しの高野様、本日の卓話、
よろしくお願いいたします。

武田 信平 君
先週 18 日に J リーグ第 32 節、フロンターレ対ガ
ンバ大阪の試合が等々力競技場にて行われました。
シュート数はフロンターレの 25 本に対してガンバは
1 本、これを見てもわかるように圧倒的に押していま
したが、ゴールキーパーの好守に阻まれなかなか得
点に至りません。後半 37 分、やっと待望の得点が生
まれ、これを守りきり 1 対 0 で勝利。首位の鹿島ア
ントラーズとの勝点差は 4。他力本願ですが優勝の可
能性を残しました。

戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君、北村 善市 君
今日は 11 月 22 日で「いい夫婦」の日だそうです。
高野先生、卓話、楽しみです。よろしくお願いいた
します。

親睦委員会：谷口 一成 君、小林 美和 君、妻鹿 琢生 君、
平野 和枝 君、石原 安 君

ゲストスピーカー高野様、本日の卓話、よろしく
お願いいたします。興味ある内容ですので楽しみ
にしております。

貝田 洋 君
昨日の第 2 回大塚会長杯、お疲れ様でした。メンバー
に恵まれたのか、第 1 回に続き、またまたブービー
賞をいただきました。3 回目も狙うかなぁ。延々とバ
ンカーで砂遊びでした。

入来 武久 君
昨日の大塚杯で準優勝させていただきました。貝田
さん、小澤さん、宮崎さん、ありがとうございました。

大塚 正一 君
昨日の大塚会長杯ゴルフコンペで優勝しました。
ご一緒した、金子会員、波木井会員、ありがとう
ございました。


