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銅冶 康之
こんにちは。きょうは現在の認知症の患者の約
50％を占めるアルツハイマー病の話をします。
私が学生時代の1983 年にアルツハイマー病の授
業を受けた時に先生は、
「これは大変珍しい病気なの
でみなさんが診ることはないでしょう」と言われま
した。
アルツハイマー病は1906 年にドイツの精神科医
の Alois Alzheimer により発表された症例報告によ
り命名された病気です。
症例は、46 歳の女性が夫に対する嫉妬妄想で発症
し急速に進行する記憶障害、見当識障害を示し、次第
に鬱状態、被害妄想が加わり、著しい言語障害や失行
を伴った高度の痴呆状態となり全経過 4 年半で死亡
した一症例です。
当時、痴呆の主な原因だったのは脳梅毒ですが、脳
には中枢神経梅毒の所見はなく、顕微鏡にてアミロ
イドβの重合物である老人斑や 2 本の神経線維が一
定の間隔でねじれた神経原線維変化が認められまし
た。
また統合失調症は以前精神分裂病と言われていま
したがちょうどアルツハイマー病が発表された頃に
精神分裂病の概念も確立されました。精神分裂病の
脳の顕微鏡所見は正常の人の脳と同じく異常は認め
られません。このことによりアルツハイマー病と精
神分裂病は別の病気として考えられました。
その後アルツハイマー病は 65 歳以前発症の初老
期痴呆型と 65 歳以後発症のアルツハイマー型老年
痴呆とに区別され、初老期痴呆型は病気の進行が早
く老年痴呆は病気の進行が遅いことがわかりました。
アルツハイマー病の症状の中核は、記銘、記憶障害
で、更に見当識障害、失語、失行、妄想、意欲低下と
なり 10～15 年で栄養障害、感染症などの全身性合
併症で死亡します。
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現在 65 歳以上の 15％が認知症患者で 2012 年の認知症高
齢者は 462 万人、軽度認知障害者は 400 万人と推測されてい
ます。
アルツハイマー病の原因は不明ですが、最近は発症する病態
としてまずアミロイドβの過剰な凝集が出現しタウ蛋白の過
剰リン酸化が起こりグルタミン酸刺激による神経興奮毒を発
生して神経細胞が死滅して発症すると考えられています。それ
に対する薬も開発されてきています。将来に期待しましょう。

◆出席：44 名中 27 名
◆今年度の通算出席率：81.06%
◆先週のメークアップ：▶11/16 親睦・プログラム委員会▷
塩入栄助君、加藤一芳君、吉沢栄一君、布施純也君、桑原朋子さ
ん▶11/18 三条 RC へ▷坂本洋司君▶11/19 加茂 RC へ▷
永井篤利君▶10/20 吉田 RC へ▷太田義人君▶11/25 三条
RC へ▷荒澤威彦君、野島廣一郎君、渡辺俊明君
◆幹事報告：
◆御礼状 超音波洗浄器の寄贈に対して
①特別養護老人ホーム長和園近藤弘施設長様より
②特別養護老人ホームつかのめの里村山裕子園長様より
◆「ふるさと絵画コンクール」協賛御礼▷三条市 PTA 連合会
より
◆「第四分区会長幹事会」開催の案内▷佐藤ガバナー事務所
より▷日時 12/8（火）15：00～17：00▷場所：吉田産
業会館▷議題：ガバナー選出輪番制等▷参加対象者：佐藤真
ガバナー、山本和則ガバナー指名委員長、丸山ガバナー補
佐、渡辺地区幹事、分区内会長幹事（石山幹事、平松エレク
ト出席）
◆2021-22 年度地区役員推挙の依頼▷高尾茂典 G エレクト
事務所より次年度の地区役員（社会奉仕委員１名）の推薦依
頼。
（石山昌宏君を推薦）
◆2020 年 12 月のロータリーレート
1 ドル＝105 円（11 月：1 ドル＝105 円）
◆本日の配布物▷週報 11/16 号▷ロータリーの友 12 月

号

国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク（ドイツ）
第２５６０地区ガバナー 佐藤 真（村上岩船）
第４分区ガバナー補佐
丸山 健（吉田）
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◆理事役員会報告
日時：2020 年 12 月 7 日（月）12：15～12：30
会場：三条信用金庫３階ロビー
出席：14 名中 10 名
議事 1．2022-23 年度会長(会長ノミニー)について‥承認
議事 2．2020-21 年度会計中間報告について‥‥‥承認
議事 3．慶弔費支出について‥‥承認
議事 4．地区役員推薦について‥承認
▶2021-22 年度地区社会奉仕委員に石山昌宏君を推薦

議事 5．会員退会について‥‥‥承認

年次総会
～定款細則に則り定足数を充たし年次総会開催～
◆2022-23 年度会長選出について （銅冶会長）
「去る 10 月 19 日歴代会長９名の出席で開かれた指
名委員会において、第 55 代会長に満場一致にて推薦。
これを受け本日 12 月 7 日例会前の理事役員会に於
いてご承認をいただきました。
本総会にて、2022～2023 年度会長として、松﨑
孝史会員をご承認いただきたく、お諮りいたします」
＝満場一致にて、松﨑孝史会員が承認されました＝

▶会員退会 12/7 名古屋豊君

「ご承認ありがとうございました。佐々
木会長年度で幹事を務め、いずれは会長
にという思いはありましたが、不安を感
じていた際に太田さんと池田さんが『私
たちがついています』と言ってくれまし
たので思い切って頑張ります。皆様の御
支援ご協力を宜しくお願い致します」

ニコニコボックス
12/7 15,000 円
累計 191,000 円
銅冶会長「本日は年次総会です。宜しくお願いします」
石山幹事「本当に今年は COVID-19 のせいで時間が過ぎ
るのが早いです」
西巻君 「本年最後の月を迎え寒さも厳しくなり、風邪など
をひかないように。BOX に協力して」
西潟君 「今年もあと 1 ヶ月を切りました。新型ウイルス
感染に負けることなく頑張って年末を乗り超え
ましょう」
荒澤君「とうとう 12 月になりました。１年間コロナで終
わりそうです」
坂井君、大渓君、田代君、星野君「ＢＯＸに協力します」
名古屋君「南クラブの皆様には７年間大変お世話になり、
感謝申し上げます。本当にありがとうございまし
た。これからも様ざまな場面でお目にかかること
もあるかと思いますが、変わらぬお付き合いをい
ただければ幸いです。皆様方の益々の御活躍と南
クラブの御隆盛を心よりお祈り申し上げます」
永桶君「BOX にご協力ありがとうございました」

表彰（ロータリー財団）
池田亜津子会員
ポールハリスフェロー

松﨑孝史会員
ロータリー歴
【昭和 35 年生まれ 2003 年 7 月入会】
2007～08（坂本会長）新世代奉仕並びにライラ委員長
2009～10（佐藤会長）親睦・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長
2014～15（佐々木会長）幹事
2016～17（丸山会長）職業分類委員長
2017～18（野崎会長）社会奉仕委員長
2019～20（荒澤会長）出席委員長
2018～19（銅冶会長）クラブ会報委員長
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（２回）
10 年連続１００％出席

◆現年度の会計中間報告について （石山幹事）
収入の部 会費＝前期分は遅滞なく収入完了
支出の部 ～支出は約 2 割の執行に留まっています～
国際ロータリー費・地区資金＝前期分は遅滞なく支出完了
経常費＝コロナの影響で行事が後期に延期になって
いるため、経費執行も後期に集中すること
になります
会務費、例会費、事務費＝予算の通り執行

次回の予定～変更にご注意下さい～
雑誌「ロータリーの友」12 月号より
（クラブ会報委員会 池田亜津子会員）
縦組み 13 ページ「卓話の泉」

「宝くじ 当せん確認は小まめに」より
「１億円以上の当せん者が 30 時間ごとに 1 人、100 万
円以上は 34 分に 1 人誕生していることになります」
「経費を除いた4 割が収益金として地方自治体に納められ
ており、幅広く公共事業に使われています。たとえ宝くじ
にはずれたとしても、社会貢献や身近な街づくりに役立っ
ているのです」
「せっかく当せんした宝くじも 2018 年度に時効となっ
た当せん金はなんと 127 億円もあり、この中には 4 億円
以上の当せん金が１本、1 億円以上は 7 本もありました」
ひとこと「年末ジャンボを買おうと思いました」

12/21（月）親睦例会（夜例会）忘年会
午後 5：45 受付開始（ウェルカムドリンク付）
中止・休会
になりました
会場：ジオワールドＶＩＰザ・スクエア
終了後、本寺小路までマイクロバスが出ます
2021 年初例会は 1/18(月) 通常例会です

近隣 RC 例会変更
12/15(火)
12/17(木)
12/17(木)
12/18(金)
12/21(月)
12/22(火)
12/23(水)
12/24(木)

（記帳場所）

分水 RC 大栄信用組合本店 （11～14 時）
加茂 RC 加茂市産業センター
三条東 RC 三条ロイヤルホテル
吉田 RC 燕市吉田産業会館 （10～15 時）
三条南 RC【※忘年会ご欠席の方】
三条北 RC 三条ロイヤルホテル
三条 RC 三条信用金庫本店
三条東 RC 三条ロイヤルホテル

