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会長卓話 

 

宮﨑 敏博 副会長 

創立43年目を迎える我がクラブがガバナーを輩出

することになりました。前年より準備が始まり、第 8グ

ループから 25名の地区スタッフをお願いして進めて

おります。越谷北 RCから稲垣地区大会委員長、堀

野実行委員長他 16名にお願いしています。 

 今年度以上に、小宮山年度は、地区運営を含めて

のクラブ体制になるようにお願いしたいと思っておりま

す。誰だったか忘れましたが、あるパストガバナーは、

「地区に出るスタッフが挨拶で何々クラブより出向して

おります誰々ですと言うが、そうでなくて何々クラブに

所属しておりますが本当でしょう」と言っておられまし

た。自クラブがあって皆さんに理解されての地区活動

と私は考え、例会にはできるだけ出席をと思っており

ます。現在、小林エレクトはサンディエゴでの国際協

議会を終わられ、RIのテーマが発表になり、3月1日

に行われた地区チーム研修セミナーでは、2019～

20年度年次目標・地区目標・地区数値目標を説明し
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て頂きました。その中の地区目標は「世界ポリオデー

10月 24日に全クラブがイベントを開催し寄付を奨励

する」「クラブ戦略計画（又はビジョン）を作成し年度

計画書に記載する」「全クラブが会員 100％ MY 

ROTARYに登録する」「全クラブが「ロータリー賞」に

挑戦する」「インターアクト・ローターアクトの人数を増

やし共に積極的に活動する」「財務の適正化、クラブ

活性化に励む」とされています。その後は、明日から

14日、15日開催の次年度の会長さんの研修セミナ

ーが行われます。そして、4月 12日いよいよ地区研

修協議会です。地区スタッフには、その他の会議等

でお世話かけております。その後も地区大会が 11月

9，10日、2019～20年度のすべての行事が終了す

るまで宜しくお願い致します。会長卓話というより、皆

さんにご理解とお願いの話になりました。 

幹事報告 

中澤 伸浩 幹事 

・越谷南 RC、越谷東 RC より、3-4月度プログラムが

届いております。卓上のお菓子は、ショウちゃんより

お土産として頂いたものです。ありがとうございます。 

本日、ショウちゃんに、3月度米山奨学金を支給させ

て頂きます。 

お客様挨拶 

 
米山記念奨学生 邵 丹陽（ショウ タンヨウ） 様 

皆様お久しぶりです。お陰様で無事に日本に戻り

ました。私は先週の土曜の夜 11時 30分ごろ北越谷

に着きました。日曜日には、さいたま新都心で行われ

た米山奨学生の修了式に出席して来ました。北クラ

ブからは、吉澤会長、川島米山委員長、カウンセラー

の木村さん、長谷川さんが出席してくださいました。あ

りがとうございました。また今週の土曜日に文教大学

の卒業式が行われますので皆様興味が有りましたら

是非起こしください。今日を含めて北クラブの例会は、

残り 3回しかないですけど、本当に悲しいと思ってい

ます。1年間とても早いですね。言いたい事はたくさ

んあるのですけど全部最期の例会でお話しさせて頂

きます。ありがとうございました。 

3分間ロータリー情報 

 

堀野 眞孝 会員 

ロータリーの友より 「がん探知犬について」 

がん探知犬は、人間の100万～1億倍以上の嗅覚を

持つといわれている犬の中でも嗅覚と集中力に優れ、さ

らに特殊なトレーニングを受けた犬で、人の呼気や尿に

含まれるがん特有のにおいを察知する能力を持ってい

ます。現在がん探知犬は6頭。いずれもラブラドルレトリ

バーです。がん探知犬による判定のメリットは、検査のス

トレスフリー、来院が不要のタイムレス、その判定確率は

ほぼ100%と言われるエキスパート性です。検査は、呼

気や尿を専用のバッグに入れて送ってもらい、がん探知

犬の嗅覚による判定を行います。時間のない人や精密

検査を敬遠していた人も簡単にがん判定が受けられま

す。がん探知犬の研究が開始されたのは、今から約30

年前。当時、イギリス・ロンドンの皮膚科医が皮膚がんの

早期発見に関する症例を世界的に著名な医学雑誌

『The Lancet』を通じて報告しました。その報告によると、

ロンドン在住のある女性が足に小さな隆起性のあざを見

つけ、近くのクリニックで受診したところ、医学的な所見

はないと診断。しかし、飼っていた犬は、受診後も彼女
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のあざに近づき、においを嗅ぐことを繰り返しました。違

和感を覚えた女性は、総合病院で精密検査を受けまし

た。その結果、あざは皮膚がんの一種である悪性黒色

腫であることが判明。幸いがんは早期で、転移などもなく

切除することで治癒したそうです。この症例報告がきっ

かけとなり、がん探知犬の研究が始まりました。警察犬の

研究が始まったのが19世紀ですから、がん探知犬は画

期的で革新的です。この探知犬によるがんスクリーニン

グサービスを地域住民の健康づくりに活用する自治体も

あります。女性の胃がんによる死亡率が全国で最も高い

山形県金山町では、全国に先駆けてがん探知犬のスク

リーニングサービスを試験導入しました。現在は、どの部

位のがんなのかを特定することはできませんが、将来は

においだけでがんの種類がわかるようになるかもしれま

せん。がん探知犬はまだ研究途上で不明な点もありま

すが、一人でも多くの人ががんの早期発見・早期治療の

機会を得られればと思います。 

(株)AQuA代表取締役 恒松孝幸 

（第2780地区・神奈川県・相模原グリーンRCにて) 

 

事業所紹介 

 

橋本 哲寿 会員 

 

 

委員会報告 

カウンセラー報告 木村 二夫 会員 

カウンセラーの木村でございます。先程ショウちゃ

んの方からある程度話がありましたが、3月 10日(日)

に米山奨学生の卒業式がラフレ埼玉で行われました。

当クラブからは、吉澤会長、川島米山委員長、長谷

川直前会長、カウンセラーの私と小林操ガバナーエ

レクト、文教大学の指導教員の白石先生と 6人で出
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席して参りました。会場でショウちゃんが堂々と立派

に挨拶していました。皆さんのお陰で立派に成長した

と思うので、皆さんどうもありがとうございました。次年

度は、ケニアから奨学生が当クラブに来ることになりま

す。カウンセラーは、太田会員がやってくれる予定で

す。皆さんまた、1年間どうぞ宜しくお願い致します。 

 

大濱 裕広 副幹事 

皆さんこんにちは。次年度、小宮山年度の委員会

の名簿をホワイトボードに委員長、副委員長が決まっ

ており貼ってありますので皆さんご確認ください。委

員につきましては後ほどご報告させて頂きますので

皆さん宜しくお願い致します。以上でございます。 

 

外部卓話 

 
「女子プロ野球の現状について」 

埼玉アストライア 代表 岩崎 恭子 様 

 

 

 

 

 

 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                                       2018-2019国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “インスピレーションになろう” 

            ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

越谷北ロータリークラブ    

「ロータリー活動に全力投球」   2018-2019 吉澤晴雄会長 提言 

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

5 

 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                                       2018-2019国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “インスピレーションになろう” 

            ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

越谷北ロータリークラブ    

「ロータリー活動に全力投球」   2018-2019 吉澤晴雄会長 提言 

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

6 

 

 

女子プロ野球についての説明をありがとうございま

した。 

 

 

 

   
・埼玉アストライアの皆様、本日の卓話宜しくお願い

致します。米山記念奨学生ショウタンヨウさん、一年

間ご苦労様でした。楽しく過ごせましたか？ 

宮﨑 敏博 

・お客様ようこそ。宮﨑副会長本日はどうぞよろしくお

願いします。                  中澤 伸浩 

・昨日、結婚記念日祝いの生花が届きました。ありが

とうございます。                小林 光則 

・埼玉アストライアの皆様ようこそ！ショウちゃん、卒業

おめでとう！                  大熊 正行 

・埼玉アストライアの皆様、本日は宜しくお願い致しま

す。                       松井 昭夫 

・3分間ロータリー情報が雑誌記事紹介になってしま

いました。ご免なさい！           堀野 眞孝 

・お客様ようこそいらっしゃいませ。    松﨑 義一 

・今週末より越谷ユネスコ協会用事でカンボジアへ行

って参ります。次回の例会、申し訳ありませんが欠席

いたします。                小宮山 大介 

・世界平和の為に！             関森 初義 

・本日もよろしくお願い致します。     高 瑠美子 

・本日、早退です。すみません。      渡辺 裕介 

・久し振りの例会出席です。ようやく落ち着きました。 

髙橋 忠克 

 

 

出席報告 

会員数            47名 

出席免除者         12名 

出席者            29名 

欠席者            14名 

出席率            65.9% 
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