
司会 塩崎(吉) 会場監督 点鐘 本間 会長 

ロータリーソング 

ゲスト (株)チューリップテレビﾞ 

報道制作局記者 五百旗頭 幸男 氏 

会長挨拶／報告 

■誕生祝  加藤一博君〔3／17・57 才〕 

本多剛治君〔3／18・77 才〕 

才高人思君〔3／20・53 才〕 

■花田会長エレクトから会長エレクト研修セミナ

ー報告 

幹事報告 

■配布／ロータリーの友 3 月号 

■3/20 富山第 3 分区都市連合会開催のお知らせ 

■理事会⇒3/17 13:30～ HN ｵｰﾀﾆ高岡 桐の間 

■2 番 TM  ⇒3/17 18:30～ エスタミネ 

■M・6 番 TM⇒3/17 18:30～ 都万麻 

■1 番 TM  ⇒3/18 18:00～ 誉一山荘 

委員会報告 

■雑誌…ロータリーの友 3 月号紹介 

 

 ニコニコＢＯＸ ＜  9 件  36,000 円 ＞   

本間会長／チューリップテレビの五百旗頭幸男様、

ようこそ高岡 RC へお越し頂きました。有難う

ございます。後程楽しみにしております。 

室崎君／今週月曜日の OYAZI バンドフェスティ

バルには多数の会員、奥様にご参加いただき、

そして率先して会場を盛り上げていただき誠に

有難うございました。高岡にもこれだけの元気

があることを再確認できました。 

加藤君／13 日、14 日、2 日間に渡るバンド演奏も

終わり、ほっとしております。多数の方に応援

に来ていただき有難うございました。誕生祝を

頂き有難うございました。 

駒井君／皆出席をいただきましてどうも有難うご

ざいました。そして、14 日のオヤジバンドフェ

スティバルには、たくさんの会員や奥様方の応

援をいただき有難うございました。少しは高岡

の活性化のお役にたてたかな…と思っておりま

す。ロータリーの友情に感謝です。 

鷲尾君／久しぶりに例会出席出来ました。ごぶさ

たしております。今月あと 2 回ですが、来週も

出席しようと思います。オヤジバンドﾞ良かった

と聞いております。今後の活躍を期待します。 

稲田君／3/14、長女の結婚式を軽井沢、石の教会

で取り行いました。雪の中の式でありました。 

中野君／OYAZI バンドも大盛況おめでとうござ

いました。本日、途中退席お願いします。 

笹川君／先週誕生祝を頂きました。 

才高君／誕生祝を頂きまして有難うございます。 

 

ホストクラブ  新湊中央 RC 

会        場  第一イン新湊 
富山第 3 分区 7RC  登録者数 189 名 

高岡 RC      登録者数  24 名 

 
第一部   
『私のロータリーモーメン 
ト』と題して各クラブ発表 

 
 
 

第二部 講演会 
演題 
「人を引き寄せる 

新しい生き方」 
講師 
富山情報ビジネス専門学校 
教務部長 長谷川綾子 氏 

 

 

2016－17 年度 テーマ発表 
 
2016-17 年度の国際ロータリーのテーマがジョ

ン・ジャーム RI 会長エレクトより発表されました。

次年度のテーマは『人類に奉仕するロータリー』

Rotary Serving Humanity です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-16年度 【 ガバナー/柳生好春 】  第 3131回例会 
 

高 岡 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  2016／3／17 
会長／本間比呂詩 幹事／鞍野誠       
 
                         

例会日：木曜日 12:30～13:30 創立：1951(Ｓ.26)／11／15 チャーターＮ：1952(Ｓ.27)／4／15 創立順位：No.68 

Be a gift to the world 



本日のプログラム  

科学的証左なきドキュメンタリー 
 

                 五百旗頭 幸男 氏 
 

2002 年、心臓発作で倒れ
た中島基樹さん（35）。 
植物状態と診断され「意識
は戻らない」と診断される
も、11 年後に意思疎通が
図れるようになります。そ
れは、ペンを持つ手に親が
手を添えることで、微妙な
動きを感じ取って文字に
する方法でした。しかし、
この筆談には科学的裏付
けがなく否定的な見解が

大半です。家族はそうした現実と向き合いながら
生きてきました。 
 
「いおきべゆきお」 
 
3 年前の春、基樹さんと出会った日。彼の左手が
15 分かけて紡ぎ出した文字です。ペンが固定され
た左手。私はそこに脱力した手を添えるだけ。か
すかに伝わってくる意志のまま、左手はゆっくり
と 7 つの文字を書き連ねました。 
 
半信半疑でした。意識があると実感できなければ、
取材は見送ると決めていました。「五百旗頭です」
と言って両親に手渡した名刺。記載はフルネーム
ですが、口頭で伝えたのは性のみ。それでも書い
たのです。この人は目が見えている。意識がある
と伝えたくて、あえてフルネームを書いたのでは
ないか。取材が始まりました。 
 
現在の日本の医療制度は、植物状態の患者を入院
させた病院が大幅な不採算となる仕組みです。患
者は命を取りとめたらそこまで、半年で病院を追
われます。これまで日本の医学界では「失われた
脳機能は回復しない」という考え方が支配的でし
た。しかし、2012 年の大阪大学の研究報告では、 
頭部損傷で植物状態と診断された患者のうち約
63％が意識を回復していた実態が明らかになって
います。 
 
植物状態と診断されて 13 年。基樹さんは手を添え
てもらわなくても文字が書けるようになりました。 
2013 年には、ロボット工学が専門の山海嘉之教授
（筑波大）が、基樹さんの意思回復を検証する試
験に着手し、思考や記憶をつかさどる脳の中枢部
分に活動が認められました。それでも、意思の回
復が証明されたわけではありません。 
 
当然、「科学で実証されないものを報道すべきでな
い」という議論はあります。私もいずれは証明が

なされることを願っています。しかし、そこに囚
われるばかりでは大切なものを見失ってしまいま
す。100 本を超えるテープが記録した確かなもの。 
それは、意思の疎通が存在し、毎日を前向きに生
きる家族の姿でした。 

 

【理事会報告】 

※新会員推薦・承認の件⇒承認 

  岡本一剛 氏 北村耕作 氏  

※会員退会の件⇒承認 

  鷲尾 勝 会員（3/31 付 社長交代のため）  

 ※チャーターナイト記念例会の件…承認  

      日 時：4/14（木）例会 18:00～ 

   場 所：レストラン大和（高岡大和 7F） 

   会 費：6,000 円 

   例 会：本多パスト会長の卓話 

 ※高岡 LC との対抗ゴルフ大会 

兼第 4 回親睦ゴルフ大会⇒承認  

      月 日：6/18（土）11:32 スタート 

   場 所：高岡カントリークラブ 

   懇親会：錦州 18:30～ 

   会 費：8,000 円（ライオンズ対抗戦） 

       3,000 円（第 4 回親睦ゴルフ） 

 ※事務局員昇給の件⇒承認 

【報告】 

① 2016-17 年度 

地区広報委員会委員       二上桂介 

〃 国際奉仕委員会委員     藤田益一 

〃 国際青少年交換委員会委員 加藤一博 

〃 監査委員会委員      河村拓栄 

〃 危機管理委員会委員    中村総一郎 

② 読売新聞「禅の行」広告費 10,000 円支出 

③ 台湾南部地震義援金…板橋 RC 受領辞退 

④ 米山奨学生クラブ支援金… 

各会員12,000円×70名分 米山に特別寄付 

⑤ テーブルミーティング単純化について 

参加人数で総額カット割り 

⑥ 会計システム記帳の外注化 

 

 

 
 

 

 

 

 

今後のプログラム等予定 
 
３/24 卓話 高岡市万葉歴史館  新谷秀夫 氏 

３/３１ 卓話 米山奨学生 オレナ・トルシュ 氏  

４/７  板橋 RC との姉妹締結記念例会  

４/１４ チャーターナイト記念例会 

    於：レストラン大和 

４/２１ 会員卓話  稲田祐治 会員  

４/２３(土) 『利長公シンポジウムⅡ』開催 

於：HN オータニ高岡 4F 鳳凰の間 

    例会 12:00～ 講演会 13:30～ 

    講師 国宝瑞龍寺 住職 四津谷道宏 氏 

４/２８ 4/23 に例会変更 

 

 

 

 


