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皆さんこんにちは、本日も例会出席いただきありがとうございます。
本日は米山奨学生の鄭さんがいらしてます。ようこそ。先週の例会は
お休みでしたので2週間ぶりの例会となります。
ではこの2週間の報告をしたいと思います。まず、理事会では12月、
1月の行事予定やクリスマス例会、新年例会について話し合われました。
また、次年度副幹事として斎藤修弘さんが承認されました。おめでと
うございます。ということで次年度早くも動き出しています。樋口次
年度会長より皆さんにそろそろ委員長等の打診が来ているかと思いま
すが、皆さん快く受けて頂ければと思います。19日の日曜は上尾シテ
ィーマラソンということで島村さんと大塚崇行さんが参加され見事完
走と聞いています。お二人ともご苦労様でした。
11月24日にはさいたま市のアルタビスタガーデンにて鴻巣ロータリ
ークラブの50周年記念式典に出席してきました。上尾からは須田幹事、
大塚パスト、尾花さん、大木さん、大塚崇行さん、長沼さんと私で出
席してきました。約140人が集まり盛大に行われました。そのうち約
40人が姉妹クラブで台湾の台南府城ロータリークラブの方々でした。
新入会員も10人近くになっており鴻巣さんの勢いを感じました。
11月も終わり明日より師走となりますが、そろそろ、インフルエン
ザが流行ってまいりました。埼玉県は比較的落ち着いていますが、都
内などでは学級閉鎖等が出てきているようです。私も今年の1月にはイ
ンフルエンザにかかり辛い思いをしましたし、今日はインフルエンザ
についてお話をしたいと思います。
インフルンザの症状は、咳、喉の痛み、発熱するなどで風邪と変わ
りません。インフルエンザというのは風邪の一種です。違うのは体温
上昇の程度です。インフルエンザでは発熱するとすぐに38℃を越えて
しまいます。インフルエンザの潜伏期間は1〜2日、発症する1日前から
発症後5〜7日頃まで周りの人にうつしてしまう可能性があり、特に発
症してから最初の3日間ほどが最も感染力が高いと考えられます。イン
フルエンザの検査としてインフルエンザ ウイルスの抗原を検出する迅
速キットが用いられています。約15分ほどでインフルエンザに感染し
ているか結果が出ます。ただ、発熱後6時間以上たっていないと陽性反
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応が出ないことがあります。また、症状が出て３日
目以降にはインフルエンザウイルスが体内で減り始
めるので、発症後48時間までに検査を受けないと確
実な診断ができません。感染した場合も、風邪程度
の症状熱が下がったからといって、すぐにウイルス
がいなくなるわけではなく、しばらくはウイルスが
残っていて、くしゃみや咳で人にうつしてしまう可
能性があります。治っても2日間は、外出を控えま
しょう。インフルエンザの薬には4種類あります。
イナビル： 吸入薬、きちんと吸引できれば1日1回
の吸引のみ、吸い忘れの心配がない。リレンザ：吸
入薬、1日2回 5日間、インフルエンザウイルスの
薬耐性が生じにくい。 ラピアクタ：1日15分間の点
滴 。タミフル： カプセル（ドライシロップ） 1日2
回 5日間服用。となります。予防接種は？11月に
打つのが理想、打つと発症を50〜60％減少させ、か
かっても重症化を70％減少させるといわれている。
また、吸入の予防接種もあります。フルミストと言
いますが、日本では認可されていないワクチンです。
フルミストは「生ワクチン」です。従来のワクチン
の有効期限が約5か月であるのに対し、フルミスト
は約1年と効果が長持ちします。フルミストの対象
年齢は、2歳〜49歳です。発売当初は15歳以上から
でしたが、価格は病院によって異なりますが、1回
6000円〜10000円。皆さん、予防接種早めにしま
しょう。
本日は会員増強討論会です。皆さんの活発な意見
宜しくお願いします。また、明後日より財団補助金
特別枠による支援活動にベトナムに行ってまいりま
す。成功裏に終わるよう頑張ってきますのでよろし
くお願いします。

幹
宇多村海児
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◇2018年新春賀詞交歓
会のご案内をお配りしまし
た。当日は例会扱いですし
本日のテーマの会員増強
にもつながる場所だと思い
ますので、奮ってご参加の
ほどお願いいたします。
◇12月21日、クリスマス例会のご案内をお配りしており
ます。
◇ロータリーレートは１ドル＝１１２円です。

委員長報告
親睦活動委員会

春日

孝文委員長

12月21日、クリスマス例
会（家族例会）のご案内を
お配りしました。イベントは
パントマイム＆風船のパフ
ォーマンスになり、大人か
らお子様までお楽しみいた
だけると思いますので、ぜひともご参加いただきたくお願
いいたします。
また本日は小田切新会員の歓迎会をスペインバル
アデランテで開催します。
よろしくお願いいたします。

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

皆さん、こんばんは。今日は大学での実験が長引
きましたが例会に間に合って良かったです。今日の
実験を担当する大学院生がマレーシアの方で、実験
自体もテキストも英語で行われ、よくわからない中
でプログラミングをして、いま頭が働いていない状
態です。今季から研究室に配属され、来年の卒業研
究のためにミニ研究を班ごとに分かれて行われてい
るのですが、私の班はパソコンをマウス操作ではな
く、手だけのジェスチャーでできるものを作ろうと
していて、なかなかうまくいかず悩んでいます。
また研究室では過去の先輩たちの卒業論文を読ん
で、自分でパワーポイントを作って発表の練習をし
ているのですが、原稿を見ることは禁止され、論文
の内容を20分間発表して結構たいへんです。他の研
究室は講義を聞いているだけらしく、私が選んだ研
究室だけ忙しいようで、最近は研究室に行くのがち
ょっと嫌だなと思っています。でも練習をするおか
げできっと来年、卒業研究をする際には他の人より
楽にできるのではないかなと思っています。
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結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

おめでとうございます！

たのですが、全国大会の日程が地区大会と重なって
しまうため毎年地区大会は欠席になってしまうので
すが、ディスカバージャパンということで毎年家内
を連れて世界遺産巡りをしています。
末永くロータリークラブの皆さんとおつきあいさ
せていただければと思いますので、これからもよろ
しくお願いいたします。ありがとうございました。
細野

長寿会員表彰も 井上会員90歳、武重会員85歳

武重

秀雄

会員

誕生祝い、ありがとうございます。満85歳を過ぎ
ました。昭和7年、長野県佐久市で生まれています。
中山道の宿場町で育ち、上田中学・高校、昭和大学
医学部・大学院を終え、上尾に越してきて40年が過
ぎました。すっかり上尾に根をおろし、お墓もつく
りました。ここまで生きたついでにできるだけ長生
きして、2020年の東京オリンピックや、もっとそ
の先まで見て、皆さんと一緒にロータリーライフを
楽しみたいと思います。
長沼

大策

会員

50歳になりました。藤村会長、門崎会員と同級生
ですが私だけまだ心許ない存在ですのでもっとがん
ばろうと思います。おかげさまで家族ともども心身
健康になり、心穏やかな毎日を送っています。本日
はお祝いいただきありがとうございました。
尾花

正明

会員

結婚＆誕生をＷでお祝いいただき御礼を申し上げ
ます。1951年（昭和26年）11月10日生まれで66歳
になりました。いろいろなステージに入った時に自
分自身で目標をもってまた挑戦していきたいと思っ
ています。今日は「四つのテスト」の唱和の音頭を
とらせていただきましたが、その中に「みんなに公
平か」という言葉があります。職業奉仕部門の時に
和訳の勉強をした際、「公平」なのか「公正」なの
か、どちらかというと「公正」なのかなという話が
ありました。私たちの故郷は「公正」が大切なのか
なと思う昨今です。
それから結婚して35年になります。大学の校友会
の役員をしており、ロータリーの地区大会を欠席し

宏道

会員

昭和29年生まれ、63歳になりました。今日は例
会に来てよかったなぁと思いました。鄭さんがスピ
ーチをされた時に青春時代が蘇りました。研究室、
実験、卒業論文、プログラミング等の話を聞いた時
に、大学時代、僕も実験でたいへんだったことを思
い出しました。あっという間に63歳になって、最近
は肘が治らないとか体の具合がわるいことを気にし
ていましたが、もうちょっとがんばろうと思いまし
た。誕生祝いをいただきありがとうございました。
坂本

忠光

会員

昭和45年（1970年）11月27日生まれで47歳にな
りました。また本日11月30日は妻の誕生日です。
前々から本日は小田切新会員の歓迎会に出席として
いたので、家では私不在で妻の誕生祝いをしている
のかなと思っております。本日は私の誕生日をこち
らでお祝いいただき嬉しく思っています。ありがと
うございました。
結婚記念日
須田

悦正

おめでとうございます！
会員

11月23日に20回目の結婚記念日を迎え、銀座の
歩行者天国に行ってきて楽しかったです。ありがと
うございました。

例 会 主 題

会員増強維持討論会

会員増強維持委員会

細野宏道委員長

テーブルに、
ＲＩの会員
増強ガイド2015年版から
抜粋した５ページをお配り
しました。ディスカッション
の参考にしていただく資料
で、今回、小田切さんに入
会いただきましたが、増強のポイントを挙げています。資

料１ページ目、
「入会候補者とはどのような人びとか」の
中では、友人、仕事上のおつきあいのある人、クラブの奉
仕活動やボランティア活動をしたことのある人、ロータリ
ーのプログラムに参加したことがある人、などの中から
選んでいただければなぁと記載されています。
資料２ページ目、
ここがいちばん言いたいことにあた
るのですが「入会のメリットをどう伝えるか」がポイント
だと思います。奉仕団体はいっぱいありますので、ロータ
リークラブに入るメリットを伝えることが入会促進・増強
につながると思います。
「家族と一緒にボランティア活動
ができる」
「世界各地に友人を持つことができる」
という
のがロータリーならではの特長かなぁと思っています。
資料３ページ目に「若い職業人の入会を促す10のア
イデア」が記載されていて、
「若い職業人の関心を引くよ
うな親睦活動やネットワークづくりのチャンスを設ける」
「クラブの居心地が良くなるようにする」
「例会をやむを
得ず欠席しても後ろめたい思いをしないような雰囲気を
作り出す」などが必要なのかなぁと思います。
※この後、テーブルごとにディスカッションが展開され
新会員候補の方のお名前が13名挙りました。

ディスカッションお疲れ様でした！
会員増強 がんばりましょう！

スマイル
藤村会長／須田幹事／樋口副会長／宇多村副幹事／
武重会員／大塚信郎会員／吉川会員／齋藤重美会員／
井上会員／尾花会員／細野会員／大塚崇行会員／島村会員／
齋藤博重会員／久保田会員／長沼会員／斎藤修弘会員／
門崎会員／坂本会員／春日会員／芳賀会員／小田切会員

於：スペインバル アデランテ

会員数
欠席数

前々回確定
修正（％）

３7
12

出席数 25
（％） 67.57

100.00

欠席数 0
（Ｍ・Ｕ） 0

親睦活動委員会 春日孝文委員長
歓迎会には18名が参加し、小田切新会員を盛大に歓迎しました！
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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
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２０１7. 11. 30 小田切新会員歓迎会
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