
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆お客様 青少年交換派遣候補生 豊島美咲さん 

               保護者 豊島由香様 

◆会長あいさつ       森  勇一会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

7 月 10 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 14,000 円 累計 47,000 円 

7 月 10 日  出 席 報 告 

会員総数 42 出席 17 

出席免除  8 ＭＵ  2 

出席適用 34 出席率 55.88 

７月１０日の例会記録 

 

 皆さんこんばんわ、本日はお暑い中、お集まりいた

だきありがとうございます先週は第一例会、盛大に開

催させていただきありがとうございました。皆様のご

協力があり大成功裏に終えることができました。 

 私事なのですが、健康診断を年に一度受けており

まして、先日昨年同様の健康診断とがん検診です

ね、血液を採って、胃がん・肺がん・大腸がん、前立

腺など血液を採るだけでわかる、アミノインデックスと

いう検査方法があるという事で今回受けました。検査

後１カ月して検査機関から電話がかかってきました。

委員長先生から森社長さんお話したいことがあるの

で来てくださいと言われましたが送ってもらいました。

その中には精密検査の紹介状が入っていて、アミノイ

ンデックスの結果が出ていて胃がんである可能性が

９５％、前立腺がんの可能性９０％、グラフがあり大

腸がんやその他は０％と「うそだろ～、まずいな～」も

う終わりなのかな～と憂鬱になっていました。この前

精密検査を受けてきました。まずは胃カメラ、今は睡

眠剤を注射されて、瞬間で眠って気が付くと別の部屋

で１０枚くらい撮った写真を見せてくれ、ポリープがあ

るけど大丈夫ですと、９５％胃がんと言われたと言うと 

 

第２９８回 例会 ７月１７日 草加市文化会館 

会 長：森  勇 一 

幹 事：二階堂祐司 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
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国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

 ２０１8‐19 年度  国際ロータリーのテーマ  インスピレーションになろう 

 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

     クラブ協議会 
 

 
 

    

今後のプログラム 
7/24  クラブ協議会        レセプション 

7/31  セミナー報告        中央公民館 

8/7  誕生祝・結婚祝       レセプション 

たまにそういう事がありますと、例外でよかった、毎年

受けた方が良いですかと尋ねると２年に１回くらいで

良いでしょう言われ、そんなものなのかなと！翌日、

保険会社の仲間が法人会には沢山いるので話をする

と、入るにはルールがあって、精密検査を受けなさい

と言われた人はハードルが高くなってしまうそうです。

全部話をしたところ、大丈夫ですよという事で契約をさ

せていただきました。本当に会長になって最初に苦難

がやって来ました。これで１年間やっていかれるのか

な？と思っていましたが、精密検査の結果が出まして

問題ないという事でホッとしています。前立腺の検査

を受けた方もいらっしゃると思いますが、あの検査は

二度と受けたくないですね！本日は個人的な話を報

告させていただきました。ありがとうございました。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuNHgzTeBTWyAAylKU3uV7/SIG=13smfhfen/EXP=1407295155/**http:/2.bp.blogspot.com/-ebRhnTJ0XyI/T_FEM8J3ZxI/AAAAAAAAGxQ/GCGpPKRe2sQ/s200/post-img_2012-07_b-06.png


 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

誕生祝 ７月１０日  加藤芳隆会員 
 皆さんこんばんは、誕生日お祝いありがとうございます。感謝申し上げます。先ほど森会長からもお話がありま

したが、通常は第一例会が誕生祝・結婚祝ですが前回は新年度の例会という事で今日になったわけですが、お陰

様で今日７月１０日が私の誕生日です。６５歳という事になりまして、２・３週間前に介護保険の保険書と年金の受

け取りをどうしますかという通知が来まして、やはり６５歳になったのだと自分で感じておりまして、まだまだ若いつ

もりでいたのですが、自分なりに６５という事で先輩方もそうだと思いますが、自分がその年になっても感じないで

すが、２０歳や３０歳の頃に５０・６０歳の方を見ますとかなり年寄りに見えたのですが、私が６５歳になっても全く感

じませんが、体力の衰えはあるのですが実質的には自分で感じておりません、皆さんから若いと言われますの

で、自称５０歳くらいとしていますが、だいぶ白髪がなりましたが、先ほど森会長も健康診断の話がありましたが、

私も人間ドックをこの所数年間受けていますが、殆ど異常はないですが、前回は脳動脈瘤の疑いがあると、９５％

とは言われませんでしたが疑いがあるということで草加の市立病院で脳の検査を受けたことがありましたので再

検査を受けましたら以前と変わりないという事で人間ドックを受けた病院には結果を連絡しまして安心ですと言わ

れ終わりましたが、最近は物覚えが悪くなりましたので、これからは認知症の心配もありますので、血液検査だけ

で、４段階でわかるのです。認知症になったという事ではなく、可能性があるという事で、１が一番軽い、２・３・４段

階でまさか３・４になるとは思いませんでしたけど、１の下だというのです。２に近い１という事で多少の記憶力低下

があると言われまして、今後は気をつけた方が良いと言われましたから、少しは頭を使うようにして認知症になら

ないように気をつけたいと思っております。 

 今日はお陰様でハッピーバースデー当日ですから６時に済ませてきました。２回目なのです。娘と孫が夏休みで

帰ってきておりますので、ここ９年間くらいは誕生日会をやってもらっております。今日はロータリーがあるという事

で早めにハッピーバースデーやりましてケーキのローソクを消してきましたのでグリーンパルさんの食事は半分く

らいしか食べられませんでした。６才の双子の孫が足にしがみつきまして行かないでと言われました。自分の子ど

もの様には見ていません１年ぶりなのであちこち連れていき可愛がっています。お風呂にも一緒に入り、一緒に寝

ていますのでそういってくれるのかなと思っております。私の子どもも娘３人で、孫の女の子３人です。こんな日常

の生活ができるのも幸せです。関西の方の方はこのような生活ができないのは気の毒だとおもっていますので今

日ふるさと納税をしてきました。たまたま茨城の堺市は被災していて出来ないので神戸市を見ましたら代理で受け

取っているという事なので多少ですけどふるさと納税で少し寄付をしてきました。普通の日常芹活ができるのは幸

せだという実感を持っています。 

 私の誕生日会はこのように出来るのですが、女房は 12月 30日なのです。暮れで忙しいものですから、何もしな

いのですが、忘れてないよという気持ちを込めて言葉では言いませんが花を買っています。お酒は飲みませんの

でケーキは食べるということが現状でございます。今日は皆さんにお祝いしていただきありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚祝  ７月２８日  関  洋会員 

 結婚記念日祝ありがとうございます。7 月 28日で 28 年になります。なぜ 7月に暑い中、結婚式をしたかと言

いますと、研修医になりたてで、6 万円しか支給されなくて、アルバイトを毎日して、お金を貯めて、女房は九州

なので新宿ワシントンホテルを取りまして、九州から来てもらいまして、私の方からも来て作り上げた結婚式で

した。昨年、ワシントンホテルに行ってみて、自分達が泊まった部屋を見てきましたのですが、金がなくて良くや

ったなと、最後に司会の方にこの猛暑の中なぜ結婚式をしたのかと聞かれたが、お金が無かっただけの話で

す。 

 同じ病棟で佐賀県から来たナースを嫁にもらいました。それから国立・小田原・済生会平塚病院などを転々と

して東海大の救急救命センターと回って草加に帰ってきました。草加に帰ってきて少し楽になるかと思いました

が全然楽にならなくて、前線にいると思って間違いないです。命を前にして刻一刻と 10秒でも早く救急、蘇生を

する等自分が行って立ち会うなど、色々やって来ました。一人が動いても変わらないから、今の医療の風潮を

みると、電車の中で誰かが倒れていても医者が駆け付けないし、飛行機の中で誰かが倒れてもドクターいます

かとだれも手を挙げない、こんなのありえない、無責任の時代なのですかね！人道を外れている。やはり人命

を救う事が医師の第一歩だと私が考えています。これからもロータリークラブで命を救って健康・健全このいう

に世界で道を外れないで向かっていかれればよいと思います。宜しくお願い致します。 

富永 悟パスト会長 

 皆様こんばんは、お手元にお配りをさせていただきましたその他の報告です。当クラブの会員であります芹澤

会員が今一生懸命地域のために活動しております事業の広告協賛をいただきたいとのお願いでございます。 

「第 3 回アントニオ猪木元気杯」という事で当日は猪木さんも少し来ていただけるという事になっているそうで

す。これは草加市が後援で場所は、草加市スポーツ健康都市記念体育館で 9 月 2 日（日）に開催されます。こ

ちらの関東少年少女レスリング選手権大会という事で大会プログラムの広告の掲載協賛をご協力いただきた

いという事です。宜しくお願い致します。 

 

                          2018-19青少年交換派遣候補生 豊島美咲さん 

                 こんばんは、私は２０１８-１９年度草加松原ロータリークラブ様スポンサーの下、

オーストリアに派遣していただきます草加南高校２年豊島美咲です。わたしはこ

れから１年間夢であった留学に行くことができます。私の様に、若い頃から１年間

留学に行く学生はとても少ないと思います。その中でこのような大きなチャンスを

与えてくださった皆様には感謝しています。ただの学生である私に多大なご支援

やご協力をして下さり、本当にありがとうございます。楽しみなことが沢山ある反 

面、不安なこともありますがすべての経験がこれからの人生にとってプラスになると思っています。沢山の経験 

を踏んで一回りも二回りも大きくなって帰ってきたいと思っております。１年後また報告を兼ねて例会に参加で 

きることを楽しみにしています。行って来ます。ありがとうございました。 

保護者 豊島由香様 

 美咲の母の由香です。美咲の出発まで１カ月を切りまして、娘を見ていますと、不安とか心配よりも早く行き

たい、こんな事をしたいという希望の方が凄くて、本当に幸せだな～と思っています。 

このような経験ができるのは皆さんのお蔭だと本当に感謝しています。 

ありがとうございます。 

 娘には帰ってきてからはもちろんですが、将来は社会に役に立てるような 

奉仕活動等できる立派な人間になってもらう事が皆さんに恩返しできる 

唯一の事だと思っておりますのでこれからも暖かい目で見守っていただける 

とすごく幸せです。今回はありがとうございました。 

これからも宜しくお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

森  勇一会長 今月のお誕生日・結婚記念日の皆さん、おめでとうございます。 
二階堂祐司幹事 豊島さんようこそいらっしゃいませ。もうすぐオーストリアですね、色々大変なこともある

と思いますが、精いっぱい楽しんで来て下さい。 
飯山 英彦会員 誕生日・結婚祝の方々、おめでとうございます。 
大久保雄司会員 風水害のすさまじさ、日本はもろくなったのだろうか。 
川井 大輔会員 豪雨被害者の皆様にお見舞い申し上げます。豊島さんもうすぐ出発ですね、健康に留意して

下さい。誕生日、結婚記念日祝いの皆様おめでとうございます。 
勝浦 雅和会員 今日は少し働きました。本当に暑いですね。 
加藤 芳隆会員 今日は誕生祝を頂き有難うございました。65歳になってしまいました（笑） 
木村 博行会員 誕生日・結婚祝いの皆様おめでとうございます。豊島美咲さん、お母様いよいよ旅立ちが 

近づいて来ましたね、夢に向かって頑張って下さい。 
関   洋会員 またうっとうしい雨、検診が始まりました。このほど、広島、四国の災害、被災者痛ましい

思いです。 
高橋 昌夫会員 豪雨被害にあわれた方の事を考えると「暑い」などと言うのは贅沢だと思いますがやはり 

暑いですね。誕生・結婚祝いの皆様おめでとうございます。 
田中 和郎会員 西日本豪雨で大変な被害が出ています。被災地の皆様にお見舞い申し上げます。 
富永  悟会員 誕生月・結婚祝月の皆様おめでとうございます。 
長谷部健一会員 暑いですね。交換留学生の豊島さんようこそ！ 
横山 正一会員 お世話になります。 

幹事報告    二階堂祐司幹事 

 皆さんこんばんは、今日は昼間荻田さんと一緒に事務局研修会に参加してきました。中川ガバナーのお膝元の

パレスホテルでしたので素晴らしい食事が沢山出ました。 

＊今週１５日、青少年セミナーがあります。担当は木村さんですね、宜しくお願い致します。 

＊１６日、奉仕プロジェクト３部門、森会長をはじめクラブ研修リーダー鈴木さん、会長エレク飯山さんト、奉仕プロ

ジェクト委員長佐々木さん、職業奉仕委員長山崎さん、社会奉仕委員長大塚さん、国際奉仕委員長瀬戸さん、

ブライダル委員長小笠原さんの８名です。ご参加を宜しくお願い致します。 

今日、中川ガバナーは欠席者を全部チェックしている、会長は全て出るようにという事の厳しい御達しがありま

したので宜しくお願い致します。 

＊例会終了後理事会がありますので宜しくお願い致します。 

 

 

川井大輔会員 

 皆様こんばんは、きょうはお願いです。お手元に「草加環境と暮らしフェアー」のパンフレットがあると思います。
今までは中央公民館で開催しておりましたが、昨年からはアコスホールで開催しております。例年 10 月第２日曜

日に開催しておりましたが、町会連合会で防災訓練があり、それとかぶるので今年は土曜日に開催することにい

たしました。「草加環境と暮らしフェアー」は実行委員会を設けて、市内 32 の団体が加盟しております。私は河南

強推進協議会のメンバーなのですが、ボーイスカウトをしていた関係で 20 年くらい前から継続して環境推進協議

会の委員として活動していたわけですが、ついでに草加松原RCの名前も出させていただいて継続してやっていま

す。今年度は草加市が「市制 60 年」を迎えるわけで環境フェアーも「60 周年記念環境フェアー」とうたいまして、昔

の草加の風景を、是非市民の方に披露したいとの趣旨でこの環境フェアーのパンフレットの中で草加の移り変わ

りのタイトルで一コマありますけど、皆さん方お願いしたいのは、地元の方が多いので昔の河川や田んぼ・畑、町

並みなど古い写真をご提供いただきたいのです。顔写真は個人情報の関係がありますのでご了解を頂かないと

いけないのですが草加の歴史民俗資料館にも古い写真はあるのですが、例えば昔の村役場、草加駅などはある

のですが、河川や畑などはないものですから是非ご提供をお願いしたいと思います。 

 もう 1 点は、「みんなでできるエコライフ」と言うパンフレットがございます。これは埼玉県が全市・村に渡ってお願

いをしているチェックシートなのですが、見開きの裏のほうに、「エコライフ DAY2018夏チェックシート」という所があ

ります。これ冬と夏にチェックシートを草加市内の小中学校と高校に配布を致しまして、集計結果を県に報告して

いるわけです。昨年冬に付きましては、市内小学校は善行参加をいたしまして参加人数は 11,047人、家族の参加

人数は 19,217名、中学校は生徒の参加は、3,614名家族の参加は 1,037名、ちなみに市民の参加は 0です。職員

にお願いしまして職員の参加は、478 人という事で埼玉県では草加の参加は多くて 6 番目です。環境推進協議会

では一般市民の方にできるだけ多く参加していただきたいと会員さんにお願いしているところです。是非皆さん依

お願いしたいのは 1 日だけで結構ですのでできたものに〇を付けていただきたいのです。ご家族の方もご参加い

ただけるのでしたら右の欄に集計をしていただきたいと思います。切り取り線がございますので切りとっていただき

8月 20 くらいまでに,私の方にご提出いただければ有難いです。市民として集計をし、県に報告したいとおみます。

宜しくお願い致します。 

 


