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行事予定
8月 3日 上平公園にてラジオ体操
8月10日 定款の規定により休会
8月17日 献血運動に振替
12:00〜16:00
8月19日 納涼例会
「サッカー観戦」
8月24日 国際大会報告
会員増強維持部門・
公共イメージ部門
セミナー報告
8月31日 納涼例会に振替

2017-2018年度 藤村 作 会長

皆さんこんにちは、本日も例会参加ありがとうございます。本日は
地区大会委員会の委員長 永嶋輝一郎様、幹事の小山清様、会計の斎
藤一雄様がいらしています。後ほどキャラバンとしてお話を頂きます
が、当クラブとしても出来るだけの協力はしていきたいと思いますの
で、皆さん宜しくお願いします。また、赤十字血液センターから高橋
賢様がいらしてます。後ほど8月17日の献血についてお話を頂きます。
では今週の報告です。7月15日にロータリー財団部門セミナーがあり行
ってまいりました。財団の補助金の使い方の例として5つのクラブの発
表がありました。委員会からはぜひ、汗をかく事業に補助金を使用し
てほしいと言われました。翌16日は米山記念奨学部門セミナーがあり
ましたが私は仕事の都合で参加できず関口委員長にお任せしました。
また、島村パスト会長と大塚パストガバナーも参加していただきまし
た。その日は上尾祭りで皆さんご存知の通り大変な事故がおこりまし
たが皆さんは無事でしたでしょうか。私は先ほどお話したように仕事
で上尾の休日診療所に居たのですがその時間には仕事が終わっていた
ので患者さんは運ばれてきませんでした。もう一つ報告があります。7
月15日の夜桃太郎にて大塚崇行さんのトレイルラン43㎞完走をお祝い
する会を開きました。7月9日秩父にて開かれた大会で8時間27分とい
う記録で245人中73位という記録でした。完走率は約60％とのことで
かなり過酷なレースのようです。先日、18日、19日と尾花会員のお母
様の通夜告別式がつつじ苑で行われました。受付等ご協力いただきあ
りがとうございました。
本日は18日に105歳で亡くなられた日野原重明さんについてお話し
たいと思います。100歳を超えても現役内科医として、東京の聖路加国
際病院で診療に当たり、護憲の立場から平和運動にも関わるなど、国内
外に大きな影響を与えた方です。歴史上の大事件に何度も遭遇して、
その都度危機を乗り越え、挑戦し続けた人生でした。私は公演を何回
か聞いたことがあるくらいですが医療界に居るものとして特に臨床医
として尊敬しております。年100回もの講演や、小学校での「いのちの
授業」のほか執筆活動もこなし、「勇気を持って老後の生き方を選ぼ
う」と呼び掛け、「高齢者の星」と呼ばれた。最期まで悠々自適とは
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程遠い多忙な日々を送られたようです。1911年、
牧師の息子に生まれ、敬虔（けいけん）なクリスチ
ャンに。京都帝大（現京都大）の医学生の時には結
核で１年休学した。病気による挫折は「患者の苦痛
が分かる臨床医になるには貴重だった」と語った。
日本の医療に残した足跡は大きく、国内でいち早く
人間ドックを開設、予防医学に取り組んだ。生活習
慣の改善による予防を念頭に「成人病」の代わりに
「習慣病」という新語を提唱のちに「生活習慣病」
となりました。2000年に設立した「新老人の会」
では高齢者に「自立」「世界平和の実現」を呼び掛
け、約１万２千人の規模の団体に育てました。「人
生は後半が勝負」と訴え、自ら体現し、90歳で出版
した「生きかた上手」は多くの読者の"お手本"にも
なったようです。波乱に満ちた生涯でも知られる。
45年３月の東京大空襲では聖路加国際病院で被災者
の治療に当たりました。92年には病院長として聖路
加国際病院の新病棟を建設する際に、一般的な病院
よりも広いロビーや礼拝堂施設を併設。一部で「過
剰投資だ」と批判されたこともあったが、３年後の
７年３月に13人が死亡し、約6300人が負傷したオ
ウム真理教による大規模テロ「地下鉄サリン事件」
で、そのロビーや礼拝堂が緊急応急処置場となり、
被害を抑える役割を担いました。その陣頭指揮を執
り多数の被害者を受け入れた際「大空襲を経験し、
野戦病院的な機能を持たせていた」と語ったとのこ
とです。また、70年の赤軍派によるよど号ハイジャ
ック事件では、偶然飛行機に乗り合わせて人質にな
り、死を覚悟したといいます。「あの事件で人生観
が変わった。与えられた命を人のためにささげよう
と思った」と振り帰っています。
100歳を迎えた平成23年には、北朝鮮在住の元赤
軍派メンバー４人が日野原さんに謝罪する手紙を、
親族を介して手渡していたことも判明。乗客がハイ
ジャックを理解せず、メンバーも説明に窮する中、
声をあげて「人質を取る乗っ取り」と説明。「ハイ
ジャックする人が説明できないのはおかしい」とマ
イクで語り緊張する機内をなごませたとのことです。
医師が患者を大切にして、対等に接する米国医療
の側面に戦後早くから注目し、看護師の仕事も重視
し、５１年の米留学後、医師の卒後臨床研修の改革
や、看護教育の充実、看護師業務の拡充などを求め
てきました。聖路加看護大学長を務め、８８年には
看護学として日本初の大学院博士課程を開設しまし

た。現代の病気を見る医療から人を診る医療への転
換を叫ばれていますがこのことの先駆けをつくった
かたではなかったかと思います。私も大学卒業時就
職先を決めるとき研究をするところより、野戦病院
的な何でもやれる臨床医になりたいと思って病院を
選んだことを思い出しました。本日も宜しくお願い
します。
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◇９月22-24日に開催され
る日韓親善会議への参加
者を引き続き募集していま
す。120名予定のところが、
現状まだ45名だそうです。
行かれる方はぜひよろしく
お願いいたします。
◇九州北部豪雨災害義援金のお願いが、会員数 千円
で案内されています。
◇全チームの結果が載った、野球のお礼の文書が全国
ロータリークラブ野球大会からきています。
◇あげお花火大会から来賓招待券がきています。
ご要り
用の方は事務局までお願いします。

委員長報告
社会奉仕委員会

齋藤

哲雄委員長

本日は献血のお知らせです。8月17日（木）、上尾駅東
口、12〜16時という時間帯で実施しますのでよろしくご
協力のほどお願いいたします。

埼玉県赤十字血液センター 高橋 賢 様
ご紹介いただいたように、8月17日に皆様のご協力を
いただき、献血を上尾駅前で実施させていただきます。
献血協力者は年々減少傾向にあり、県内において昨年
度は一昨年からから比べると１万人減っていますので、
皆様のお力添えが今後とも必要になっています。
また埼
玉県では５か年計画で県内の病床数の増床計画があ
り、そのため輸血用の血液が今後いっそう必要になるで
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あろうという予測がありますが、それに反して協力者が
減っているので、今一度のご協力のお願いです。献血が
できるのに、自分はできないと思っている方がいるので、
服薬の緩和も含め、赤十字では啓発を進めたいと思っ
ております。
よろしくお願いいたします。

お 知 ら せ
尾花

正明

例 会 主 題

前年度事業報告

前年度決算報告

前年度決算報書を前年度樋口幹事が読み上げ、尾花
会計担当が会計報告し、村岡会計監査担当が「厳正に
チェックし適正に処理されている」
と監査報告しました。

会員

先だっての母の葬儀・告
別式ではロータリアンの皆
様のご協力をいただきまし
たことに御礼を申し上げる
次第です。103歳で他界し
た母は一切薬を飲んでい
ませんでした。
まさに大往生ということで、一生懸命人生
を駆け抜けました。メンバーの方の中にはクリスマスや
会員旅行などでいろいろとおつきあいをしていただき、
改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。

ビ ジター ゲ ストあいさつ
地区大会協力キャラバン

地区大会委員長 永嶋 輝一郎様（上尾西RC）
上尾西ＲＣ永嶋と申します。
３名で地区大会のキャラ
バンにお邪魔しました。親クラブへのキャラバンというこ
とで、私もぜひとも参加させていただきたいと申し出まし
た。上尾西ＲＣは45年前に、加藤金作さんが特別代表、
椎名廣司さんが分区代理、上尾中央総合病院の中村院
長が上尾クラブさんに在籍していましたけれど、上尾西
クラブの初代会長という形で発足しました。おかげさま
で今年度、第５グループの３代目ガバナー、大貫等が誕
生しました。
昨年の地区大会の出席数は好成績だったそうです。
ぜひ昨年に勝るよう、特に親クラブの皆様には知恵とお
力をお借りできればと思いますので、
どうぞご指導ご協
力をお願いいたします。

前年度 クラブ奉仕委員会

須田悦正委員長

「ＲＬＩへの積極的な参加を図る」
という計画から、
３
名がＲＬＩに参加しました。
またもろもろのクラブ奉仕と
して無事に過ごせました。ありがとうございました。
前年度 親睦活動委員会

斎藤修弘委員長

去年はほぼ例年同様に活動しました。クリスマス例会
では久保田直前会長の人脈から沢田知可子さんをお
呼びしました。親睦旅行は関西〜甲子園大会に約20名
で実施し、親睦を深めました。委員会をやろうと思いな
がら１回も開けなかったので、今年度の春日委員長には
委員会を開いていただければと思います。
前年度 ホビー委員会

坂本忠光委員長

全国ロータリークラブ野球大会出場に向け、尾花野
球部監督によって９月から練習を行い、毎週のように委
員会活動を行っていました。尾花監督ならびに委員会メ
ンバーの皆様のお力添えのおかげで実施できたのかな
と思っております。
５月には阪神甲子園球場に親睦活動
委員会さんのお力を借りて行くことができました。上尾
クラブ全員のご協力のおかげで活動できたと思ってお
ります。
これからもよろしくお願いいたします。
前年度 会員増強維持委員会

深澤圭司委員長

昨年度はクラブ広報委員会さんの力を借りて、クラブ
ＨＰに、市の中核となる実業人及び専門職業人から選
ばれた会員の名簿を掲載し、会員増強につながるよう
努めて、小林裕一郎会員が入会されました。
しかしなが
ら２名の退会者がでてしまったので、今後は会員全員で
クラブの雰囲気を盛り上げ、退会防止をしていただけれ
ばと思います。一年間ありがとうございました。

前年度 クラブ広報委員会

長沼大策委員長

前年度は事業が多数行われ、小学生用サッカーゴー
ルを寄贈した奉仕活動では「ロータリーの友」や「埼玉
中央よみうり」にも掲載されました。ロータリアンのみな
らず一般の方にも広報できたかなと思っております。た
だ地区広報部門のテーマが「増強のための広報」であ
ったのに対し、入会促進にまでは至れなかったことを反
省しています。一年間ありがとうございました。
前年度 職業奉仕委員会

宇多村海児委員長

地域のスポーツ少年団には、地区補助金を使ってス
ポーツ用具を寄贈したことがたいへん好評でした。秋に
は藤村病院さん130周年記念の健康フェアに、財団100
周年・ポリオ撲滅運動で参画させていただきました。
地域の皆さんにロータリークラブを近くに感じてもらえ
るような事業をもっと行えばよかったと反省をしており
ます。今年度の委員会には躍動感のある社会奉仕事業
の企画をお願いしたいと思います。一年間ありがとうご
ざいました。

大木保司委員長

久保田年度では調査・研究で終わってしまいました
が、11月に幸手ＲＣの小山部門委員長をお呼びして国
際奉仕の卓話をしていただきましたところ、それに喚起
してかわかりませんが、今年度では海外への奉仕事業
が具体的になってきました。
また何年か後の海外姉妹ク
ラブを藤村会長が考えているようなので、サポートをし
ていきたいなと思っています。ありがとうございました。

門崎由幸委員長

「ロータリーの目的」
「四つのテスト」唱和のリストを作
りましたが、担当者に周知徹底ができなかったのが反
省点で、今年度は周知徹底いただければと思います。
ま
た企業訪問ではＵＤトラックス株式会社様に見学にお
訪ねし、たいへん勉強になりました。一年間たいへんあ
りがとうございました。
前年度 社会奉仕委員会

前年度 国際奉仕委員会

前年度 青少年奉仕委員会

大塚崇行委員長

２月にはインターアクト訪日団で２人の韓国の子を預
かることができ、
また３月には上尾高校の子が訪韓し５
月に報告いただきました。RYLAや青少年交換などほか
の青少年奉仕事業には手がつけられませんでしたが、
今年度は副委員長ということで委員長をサポートしてい
きたいと思います。一年間ありがとうございました。
久保田

勲

藤村年度、創立55周年
にむけていい引継ぎができ
たのかなと思っています。
一年間、本当にありがとう
ございました。

直前会長

久保田直前会長、樋口前年度幹事、
各委員会委員長様、会員皆様、
一年間たいへんお疲れ様でした。
ありがとうございました！

スマイル
永嶋輝一郎様 小山清様 斉藤一雄様（上尾西RC）

地区大会キャラバンにて上尾西RC三名で表敬訪問に参りまし

た。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

藤村会長／須田幹事／樋口副会長／宇多村副幹事／岡野会員／

