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＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
後藤賢治君  粕谷康彦君 

豊田義継君 

夫人誕生日 

水村安代様  山岸弥生様  

斎藤慶子様  大野喜久代様 

木下明美様 

＜４月プログラム＞
 

 当番 内 容 

2日 山根 第５回クラブ協議会 

9日 吉沢 座禅例会 馬路宏樹会員卓話 

16日 水村 会員卓話 繁田光会員 

23日 
 

 

入間南ＲＣとの合同例会 

4月 21日に振替夜間例会 

30日  
クラブ定款第 6 条 1 節(C)により

例会取り止め 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

入間南ロータリークラブ 土屋 武義 様 

米山記念奨学生 アリカム･アキラム 様 

この１年間本当にお世話に

なりありがとうございます。 

日本に居りますので、また来訪

したいと思いますので、これか

らも宜しくお願い致します。 

●❁●会長の時間 加藤国夫会長 

今日は二十四節気の一つで啓蟄です。この季

節になりますと春の暖かさを感じて、冬ごもり

していた虫が外に這い出てくるころと言われ

ています。｢啓｣には「ひらく、開放する(夜が)

明ける」などの意味があって、家の棟上げ式と

かが行われるそうです。 

３月は「識字率向上月間」識字率向上は 1986

年以来、国際ロータリーの協調事項です。地域

社会で、読み書きを向上させるプロジェクトを

支援します。日本ではほぼ 100%の識字率ですの

で関心が低いのが事実ですが、全世界では 6億 

 

7千万人以上(16才以上)が読み書きができませ

ん。全世界で 7千 5百万人の子どもが教育を受

けていないのが現実です。又、国状「経済」の

違いはありますが、中学高校教師の 31％は教師

養成訓練を受けていないようです。３月はもう

一つ、3月 13日を含む週の世界ローターアクト

週間があります。これはロータリークラブと地

区がローターアクトのプロジェクトに参加し、

ローターアクトを大きく取り上げる週間です。 

先月 27日は平成 26年度第２回地域交流会が

産文センターでありました。今年度は、黒須中

学校の事例発表でした。中身について少し説明

致しますが、小中一貫教育による成果をもとに

発表があり、村野教育長のパワーポイントを使

った内容と、ほぼ同じでした。 

まず：職員交流。「黒須の重点」についての報

告で授業 5 分前の行動について重きを置いて、

この実施によっての効果としては、2 年前には

保険室に来る生徒が 10 人程度いたが、前年度

は 5人となり、今年度はまだ年度が最終ではな

いが 0人と言う結果が出ている。５分前行動の

成果：何が生まれたか、：絆：信頼、が生まれ

る、生徒同士の絆。:生徒と先生と言うように、

５分前の行動によって生まれてきた大きな成

果の一つと言えると感じました。 

人としてのマナー：あいさつ、返事、これは人

が成長していく上で当たり前の事であるし、極

めて大切な教えです。今後も期待しております。 

 

●幹事報告 滝沢文夫幹事 

第 9回定例理事会 ＜協議事項＞ 

1.4月、5月のプログラムについて 

2.2017～2018 年度ガバナー推薦結果と今後の

手続きについて 

3.新年会会計報告 

4.FM チャッピー交通安全チャリティーキャン

ペーンについて 

■ 2014-2015 ＲＩ会長：ゲイリーC.K.ホァン  
■ ＲＩ第 2570地区ガバナー：坂本 元彦 
■ 会長：加藤 国夫 幹事：滝沢 文夫 
■ 例会日：木曜日 12：30～13：30 
■ 例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール 

Tel.04-2963-1111 

Club Bulletin 

入間ロータリークラブ 
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＜報告＞ 

1. 3/7(土)第 2回 R財団セミナー、補助金管理

セミナー粕谷エレクト、新井会員出席予定 

2.3/15(日)PETS 粕谷エレクト出席予定 

3.3/19 FM茶笛 新井国際奉仕委員長出演予定 

4.4/4(土)飯能 RC50 周年記念式典 加藤会長、

滝沢幹事、地区役員出席予定 

5.4/4,5(土日)米山記念奨学生カウンセラー会

議 田中会員出席予定 

6.4/19(日)地区研修協議会 

7.3/27(金)入間市社会福祉協議会評議委員会 

8.地域交流会、村野教育長任期満了で退任 

 

●委員長報告 

会報･雑誌委員会 石川嘉彦委員長 

3 月は識字率向上月間です、横組み 7 頁より

関連記事が有ります。次年度 RI 会長 K.R.ラビ

のインタビュー記事が有り、とても参考になり

ます。その中でも 28 頁中段、あなたのような

立場の人が決してしないことは？と言う問い

に「練習なしで演説をしてはいけません」が印

象的です。 

プログラム委員会 宮崎正文委員長 

4月のプログラムは表記どおりです。尚、4/16

は変更となり繁田会員の「豊岡大学と黒須銀行」 

の卓話となります。５月は 7日会員卓話の我等

の生業、14 日入間ＲＣ55 周年夜間例会、21 日

未定、28日は群馬方面への日帰り旅行です。 

米山記念奨学委員会 木下登委員長 

本年度米山記念奨学生のカウンセラーを務

めさせて頂きましてありがとうございました。

全員の方々に寄付金を頂きました事に改めま

して御礼申し上げます。部門委員長の忽滑谷さ

んの元に色々参加させてもらい充実した１年

間を過ごせました。 

アリ君、体に十分気を付けて勉強に励んでい

ただきたいと思いますが、どうぞ入間ロータリ

ーを忘れないで、これからも近況報告を是非お

願い致します。 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 忽滑谷明ＳＡＡ 

土屋武義様～よろしくお願いします。加藤国夫

君、滝沢文夫君、粕谷康彦君、摂田順一君、山

岸義弘君～入間南ＲＣ土屋様ようこそ入間Ｒ

Ｃへお楽しみください。木下登君～アリ君卒業

しても入間クラブを忘れないで、偶には近況報

告を下さい。忽滑谷明君～アリ君之からも頑張

って下さい 木下さんカウンセラーとして一年

間ご苦労様でした。晝間和弘君～長い間お休み

して申し訳ございません 写真ありがとう 

 本日\39,500 累計\720,500 
 

＜出席報告＞ 田中快枝委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

39名 28名 73.7％ 71.1% 

事前欠席連絡 5名 

■■■ ■■■ 
「ステント体験・生と死を見つめて」 

 細淵 克則 会員 

私は 2年前に心臓に

ステント治療をしまし

たがその時のお話をし

ます。私は 38歳の時、

人間ドックで糖尿病と

診断され、大変なショ

ックを受けました。そ

の後私なりの食事療法

により、現在では糖尿

病とは診断されていま

せん。しかし糖尿病は血管の病気でも有り、

今回の原因の一つかもしれません。 

2年前の 7月に軽い胸の痛みを感じました。

病院ではレントゲン、心電図、血液検査に異

常が見られずＣＴを撮影する事になりました。

1 週間後の検査結果では心臓の冠動脈が詰ま

っているので、至急治療の必要が有るとの診

断でした。3日後、専門病院で再検査の結果、

絶対安静になりました。移動は車椅子のみ部

屋は集中治療室の隣になりトイレ以外は動く

事を禁じられました。青天の霹靂です。順番

待ちで翌日の夜の手術になりました。不思議

な事に痛み等は殆ど感じられませんが、状況

はかなり切迫していたそうです。心臓に血液

を送る冠動脈 3本が詰まっていました。心筋

梗塞の一歩手前です。今回はその中の 1本に

ステンドを入れました。去年の 1月に 2本、7

月に 1 本と計 4 本の治療をしました。この 2

回も気が付かなければ、見逃してします程の

違和感です。経験者の私だから感じ取れたと

思いますが、健康な人なら見逃してしまう程

の症状です。手術自体は 1時間から 2時間程

で手首以外は痛みも有りません。 

皆さんも胸に少しでも、痛みや違和感を感じ

ましたら、躊躇わず病院で検査して下さい。

必ずＣＴまでお願いした方が良いですよ。 

 

◆回覧、配布物 

① バキオだより Vol.４７ 

② 3/14 RI2570地区第 3グループＩＭ出欠表 

③ ロータリーの友３月号 

④ 米山学友会ジトさんからのメールと写真 

⑤ 本庄 RC加藤玄静 PGよりお礼状 

⑥ 派遣学生 1月次報告書 

⑦ 新年会会計報告書 

⑧ 加藤会長｢論語｣解説書 

⑨ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑩ 入間 RC週報 33号 

会報･雑誌委員会(石川･森田･荒井･関谷) 


