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会 次 第

1．点鐘
2．ロータリーソング 「それでこそロータリー」
3．お客様紹介
第 2770 地区 会員増強維持部門
部門委員長 熊木 雄太郎 様

会員増強維持委員長

田中 由佳 様

小宮山 大介 会長

大宮中央 RC 副会長

堀越 太志 様

本日も例会参加ありがとうございます。今日は会員

青少年交換留学生 サミュエル キテプロ 様

増強維持部門委員長熊木雄太郎様、同委員会田中

米山記念奨学生 アワンドゥ ドリス アウィンノ 様

由佳様をお迎えし、後ほど卓話を頂戴いたします。そ

4．会長卓話

して大宮中央ロータリークラブ堀越様ご来訪ありがとう

6．幹事報告

ございます。フィンランドからの留学生サミュエル君も

7．お客様挨拶

例会初参加です。

8．雑誌記事紹介

まず私事で恐縮ですが、この月曜日の朝起きると、

9．スマイル報告

左眼が酷くかすみ良く見えない状況でした。いつもの

10．会員増強フォーラム 「会員増強維持について」

ようにすぐ治るだろうと、そのまま仕事に出かけました。

戸田 RC 会員増強部門委員長 熊木 雄太郎 様

しかし普段通りにスマートフォンで新聞を読めるような
状態ではなく、お昼になっても回復せずでした。“これ
はおかしい”とオフィス近くの眼科へ行きました。検査

次回例会案内 令和元年 9 月 11 日

をしながらかなり深刻な事を医師から伝えられ…また

3 分間ロータリー情報

手術?…今後のスケジュールがずれてしまうな…と。

会員卓話・私の履歴書

今ここで何か処置をするよりも手術をした順天堂病院
に行った方が良いとの事でした。その中、当面の予
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定をキャンセルして水曜日の例会はどうする?…思案

た大きな決断をします。2 度目の移植です。ただ医者

していると、医師は何か糸口を見つけたのでしょう。

の倫理観で 2 回は絶対やらないというのが定説らしい

瞳孔を開く目薬を差した後、10 分くらい待っていてと

です。唯一、患者のためならと動いてくれる医師がい

指示されました。そして診療してもらい、ちょっと眼を

ます。宇和島 T 病院の M 先生です。もう移植を受け

触れると、突然“アッ入った！”口にする医師。その瞬

てから 7 年が経過していますが、今も 2 か月に一度受

間、その同年位の女医さんが女神に見えたのは言う

診をしています。その術後から彼曰く “俺はもうそん

までもありません！眼内レンズがずれてしまっていた

なに長く生きないから、いま出来る事をするんだ” と

のです。そして念のため昨日、順天堂病院に行って

言っています。最初の報告は “スポーツカー買った

きました。

からおいで” その次は “船買ったから釣りに行こう”

その病院は私が 8 年前に入院手術をした以外にも

そして最近は “小宮山～ゴルフでいつもこっち来る

思い出があります。25 年前友人（厳密には一級上）

の大変だから家借りたよ～” 最近はそこで可能な限り

がここに入院しました。大学時代からのアメフト仲間で

そこで有意義な時間を過ごしています。そして毎回酩

す。病気は脳腫瘍。診断当初、頭にできたオデキを

酊する S 君を見て、“こいつ俺より長生きしそうやな!”

取るだけだから…なんて冗談を言っていたほどです

と思っています。というお気楽な?話を本日の会長挨

が、敢え無くそのまま術後に亡くなりました。今年度の

拶とさせて頂きます。

会員卓話は “私の履歴書” “交遊抄” とお願いをして

幹事報告

います。彼とのお付き合いが今でも続いていたら、間
違いなく “彼” だったのだと思います。大きな影響を
受けたのに、あそこで終わってしまったのが悔やまれ
ます。という事で前置きが長くなりましたが、ここから私
の交遊抄をさせて頂きます。
その友人はやはりアメフト大学同期です。茨城出身
で訛りの酷い田舎者でした。ただ高校時代がラグビ
ーでキャプテンという共通点があり、何だか最初から
ウマが合いました。当時練習場が大田区の多摩川河
川敷にあり、私は毎日 1 時間半ほどかけて通学?して

大濱 裕広 幹事

いました。S 君は川を挟んだ元住吉にアパートを借り

・お客様ようこそいらっしゃいませ、サミュエル君はじ

ていました。当然、早いうちから彼のワンルームの部

めまして、一年間、頑張ってください。本日もよろしく

屋は私の合宿所になりました。年間 120 泊くらいはし

お願いいたします。それでは幹事報告いたします。

ていたでしょう。

（地区より）
・入会 3 年未満新会員研修のご案内が届いておりま

その後卒業してしばらくすると、S 君は家業のメッキ
工場を継ぎます。その忙しい社長業のなか、腎臓を

す。10 月 5 日（土）AM9 時より埼玉会館にて行わ

患いました。40 台で透析が必要になってしまいます。

れます。該当者については幹事より案内させてい

療養中の中、移植の決断をします。提供者は奥さん。

ただきますのでご参加、よろしくお願いいたしま

ところが 3 年くらいで透析に戻ります。一般的に透析

す。

が続けられるのは 10 年と言われています。そこでま

・2019-20 年度青少年交換シテイーツアーのご案内
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しくお願い致します。

ュエル君が出席予定。
（クラブより）
・浪江ロータリークラブ様より 50 周年式典の案内がき
ております。11 月 30 日（土）開催予定です。当日
は例会扱いとなりますので、会員の皆様の多くの
参加をお願いいたします。
・事務局、杉山さんと伊丹さんの今月分の給与をお
支払いいたしました。
・年度計画書の最終版を皆様にメールいたしました。

交換留学生 サミュエル キテプロ 様

来週の例会にお渡しできますので、最初にお渡し

こんにちは皆さん。サミュエルです。サムと呼んでく

しました、年度計画書をお持ちいただけますようよ

ださい。僕は、イングランド人です。僕は、17 歳です。

ろしくお願いいたします。

僕は、日本人、食べ物大好きです。僕の夢は、医者

以上幹事報告でした。

です。宜しくお願いします。

お客様挨拶

大宮中央ロータリークラブ
副会長 堀越 太志 様
皆さんこんにちは。大宮中央ロータリークラブの堀
越と申します。ご存知の方も多いかと思いますが私の
長女が交換留学をしており早くも 2 週間経ち楽しく学
校生活を送っていると本人から報告が届いておりま
す。これも貴クラブのご協力有っての事と改めて感謝
申し上げます。サミュエルを第一ホストファミリーとして

米山記念奨学生

お預かりしておりますが人口 600 人という小さな村で

アワンドゥ ドリス アウィンノ 様

生まれ育っておりますので非常に純朴で素直な子で

皆さんこんにちは。いつも大変お世話になっており

す。1 年間無事、交換留学生として楽しく過ごせるよう

ます。今日の挨拶は、今夏休み中なんですけど昨日

私も精一杯サポートして参りますので 1 年間どうぞ宜

まで集中講義があって秋学期がやっと終わりましたと
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いう気持ち。また、成績は、9 月中に出てくると思うの

リットとして次の項目が挙げられています。

で頑張ったという気持ち、心配有りません。夏休みは、

1．趣味を通じて、例会だけでは築けない会員同士の

福島に行って川遊び等して他の子供たちと交流する

友情が深まる
2．会員家族や、他のロータリーのプログラム参加者と

ボランティアに行ってきました。楽しかったと言ってい
いのか分かりませんが、日本人の子供と自分のという

も知り合える
3．活動を広げることで、他クラブ、他地区との交流が

のはこういう事なんだと学びも出来ました。来月は、残
り 1 週間高等学校に実習に行くので水曜日、1 日欠

できる

席させて頂きます。すみません。あと 10 月 2 日、上尾

4．新会員にとっては、早くクラブに打ち解けるきっか

西ロータリークラブの方に発表、国の紹介みたいなお

けとなる

話に行きます。今日は、いつもより自分の弟みたいな

5．会員がクラブに長く所属できるようになる

サミュエル君、お姉さんみたいな気持ちになりました。

6．知識向上、健康促進を図れる

1 年間宜しくお願いしますなんですけど、多分途中で

7．新たな趣味が見つかる

いなくなると思うんですけど一緒にいる間は、頑張りま

8．ロータリーの入会の動機になる

しょう。ありがとうございました。

9．活動を通じて、ロータリーの広報ができる
10．奉仕活動に発展することがある

雑誌記事紹介

当クラブでも、大熊監督、川島キャプテン率いる野
球同好会が活動しています。練習、練習後の懇親、
上尾 RC さん・トハンさん・さいたま資材さん・越谷 JC
さんとの練習試合など日々の活動の中で、楽しく交
流を深めています。そして、6 月 29 日には全国ロータ
リークラブ野球大会に出場し、試合を行いました。残
念ながら負けてしまいましたが、対戦した神戸東 RC
さんの選手と交わした握手はとてもいい思い出になり
ました。

江口 公晴 会員

この記事を読みながら、野球同好会の活動はまさ

ロータリーの友 8 月号の 7 ページに「特集 クラブ

に 10 のメリットを実践していると感じました。普段は北

を活性化させる同好会 趣味を通してつながろう！」

越谷のグラウンドで練習しています。是非とも皆様に

という記事が掲載されています。

も練習に参加したり見に来ていただきたいと思いま

最初のページには全国ロータリークラブ野球大会

す。

の模様が掲載されており、記事ではスキー、ランニン
グなどのスポーツに関する同好会、バイク、キャンプ、
音楽、釣り、料理、ワインといった趣味嗜好の同好会、
それから 70 歳以上や、女性、変わったところでは支
店長・支社長というような個人の属性による同好会な
どさまざまな会が紹介されています。
そして、記事の中では同好会・課外活動の 10 のメ
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会員増強維持部門委員長
熊木 雄太郎 様
皆さんこんにちは。今年度 2770 地区会員増強維
持部門委員長の熊木雄太郎と申します。まず始めに
委員長の方からご挨拶させて頂いてから私のお話と
したいと思います。

会員増強維持委員長
田中 由佳 様
皆様こんにちは。今年度会員増強維持委員長の
田中と申します。所属は、越谷南ロータリークラブで
越谷北クラブの皆様には、いつも大変お世話になっ
ておりありがとうございます。本日へ、会員増強維持
フォーラム宜しくお願い致します。
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・本日は例会に参加させていただきありがとうございま
した。サミュエルを 1 年間よろしくお願いします。
大宮中央 RC 堀越 太志 様
・熊木部門委員長、田中委員長、本日は宜しくお願
い致します。堀越様、サム、ようこそ！ドリス、ジャン
ボー！

小宮山 大介

・お客様ようこそ。サミュエル君、これから 1 年間頑張
ってください。本日もよろしくお願い致します。
大濱 裕広
・本日は地区増強部門の皆さまを始め、たくさんのお
客様ようこそおいでくださいました。

青木 清

・南越谷阿波踊りが終わると、夏も終わりです。今年も
盛大な阿波踊りでした。お客様いらっしゃいませ。
鈴木 英男
・お誕生日ありがとうございました。

太田 靖彦

・世界平和の為に！

関森 初義

・会員増強維持部門、熊木委員長、田中由佳委員長
ようこそ。

宮﨑 敏博

・本日はたくさんのお客様ようこそ。

大熊 正行

・会員増強維持部門委員長熊木様、会員増強維持
委員会委員長田中様、卓話宜しくお願いします。
松﨑 義一
・本日も宜しくお願い致します。
・お客様ようこそ！

佐藤 要

中澤 伸浩 深野 秀樹
今井 英治 江口 公晴

・本日も宜しくお願い致します。

佐藤 要

・結婚記念日のお祝いありがとうございます。
市川 洋和
・お客様ようこそ。サミュエル君 1 年間宜しくお願い致
・本日は何卒宜しくお願い致します。

します。

伊藤 純

出席報告

戸田 RC 第 2770 地区 会員増強維持部門
会員数

46 名

出席免除者

11 名

出席者

35 名

越谷南 RC 第 2770 地区 会員増強維持部門

欠席者

8名

委員長 田中 由佳 様

出席率

77.7%

部門委員長 熊木 雄太郎 様
・会員増強維持委員長の田中です。本日は宜しくお
願い致します。
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第 2112 回例会外部卓話より

穏やかに生活されている」と。そして更に、「完璧で綺

「認知症の備え」について

麗好きだった女性が罹患し何もできなくなった時にご
家族は悲しむが、「生涯の最期に、たくさんの役割か
ら解放され自由になれて良かったね！」と認知症と言
う病を受け止めてほしいとも。「他人からどう思われて
いるのかと言う事を気にしなくなるのがボケるという
事。」「老いの恵み！」と！！！何て素晴らしい表現
でしょう！そして先生はまた、介護業界のまるで切り
札の様に耳にする「在宅の限界」について、ケアマネ
さん方に聞いてみたと仰いました。「認知症の利用者

日本看取り士会看取りステーション埼玉

さんが洗剤を飲んだ」「夜中に冷凍食品をかじった」

ケアマネジャーセンターラズベリー 石川圭子 様

「訪問したらすっぽんぽんで出てきた」等等･･･。先生

私はケアマネジャーである傍ら、「看取り士」という

は続けます。「洗剤を飲んだら苦しくて吐き出します。

仕事をしています。看取り士とは、余命宣告から納棺

冷凍食品をかじったって死にやしない。家の中です

までの間、旅立つ方に寄り添う仕事です。

っぽんぽんでいて一体誰に迷惑をかける？」！！！

日本看取り士会 柴田久美子会長は、無医村の離

「在宅の限界」とは、介護される方の限界ではなく、す

島で約 50 人の幸齢者様を抱きしめて看取りました。

る方の限界だと、はっきりと仰いました。そしてお話は

その柴田会長の「看取り」を「学問となさい」と仰って、

続きます。

世界に広めるべく今も応援して下さっている東大名

世の著名人はボケても人前に出て、ボケを世間に

誉教授の「上野千鶴子先生」を、私はとても尊敬して

さらしてほしい。映画「万引き家族」の「樹木希林さん」

おります。その上野先生を追いかけて、ある一日大学

は義歯を外して老婆の役に徹した。大した役者さん

生体験をしてきたのが先日でした。その中で話された

だとお褒めになりました。又先生はご自宅から徒歩

内容をフェイスブックでも投稿されていましたので抜

10 分圏内に、「自宅から旅立つ」の為の 3 点セットで

粋してお話させていただきます。

ある「往診医」「訪問看護師」「訪問介護」の事業所を

「介護の学舎」主催の一日勉強会、その一講義目

既に決めていると。そして何と、その訪問介護事業所

は勿論上野先生です。「お一人様の老後」著者の先

は「指名制」があり、好きなヘルパーさんを選べるとの

生は冒頭仰いました。「私はお一人様で本当に良か

事です。まるでキャバクラの様に写真が貼ってあり、

った」「救急車を呼ぶのも延命治療を選ぶのも家族」

得意なケアや特徴等が掲示されている事業所である

「施設に入れるのも家族」「誰の為？私の為じゃない。

と仰いました。勿論、自費契約なら叶うサービスです。

家族の安心の為」と。上野先生は、認知症についても

弊社も是非真似ようと準備中です！上野先生のお話

たくさん調べられています。「認知症」「独居」でも、最

の中では、認知症という病を決して後ろ向きに捉えて

期はご自宅から旅立てるとの事。ある精神科医は、

いない事に気付かれましたでしょうか。認知症になら

「同居より独居の方の方が、認知症の周辺症状は少

ないとは誰も言えない。だから備える。説得力のある

ない場合も多い」と話されたそうです。「認知症におけ

ご講話をされる上野先生を私は益々尊敬いたしま

る問題行動の代表的な「被害妄想」「暴言、暴力」に

す。

関しては相手がいるから出現する。独居なら比較的
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小宮山大介会長 提言

