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お客様紹介

栗原会長代理
それでこそロータリー

幹事報告
幹事報告
春日部西 RC より、平成 30 年 6 月



1 日（金）16:00 より浦和ロイヤルパ

仁部会員

インズにて開催される 35 周年記念
式典の案内が届いております。登

2015-16 年度青少年交換留学生 小泉蒼馬くん
2018-19 年度青少年交換派遣生 深瀬心羽さん

会長挨拶

栗原会
栗原 会 長 代理

録料は 15,000 円です。
春日部 RC 故長谷川太郎会員のお別れの会が、平



成 30 年 4 月 23 日(月)東武ホテルレバント東京にて

本日はローテックスの小泉君、交

執り行われます。社葬扱いになりますので、案内状

換留学派遣性の深瀬さんご訪問頂き
ありがとうございます。先日行われま
したＰＴＥＳのお話をさせて頂きます。
2 日間にわたって会長エレクトセミナ
ーが開催されたのですが、今年から
エレクトの名簿欄に会長経験何回という枠が設けられま
した。当日欠席されている方は数回の経験があり、初め
ての方は、入会 3 年未満が多い。私自身、もうＰＥＴＳには、
8 回ぐらい出ていますが、年々その率は高くなってきてい
るのかなという危機感を感じています。
地区部門について、不連続の連続ですから、毎年人が
変わりますから、部門のやり方も変化するのは当然です。
しかし、決して上から目線ではないですが、毎年意識は
変わってきているのかもしれません。何のために地区セミ
ナーがあるのか、「わからないけど宜しくはないな」と思い
ます。また毎年のことですが、運営方針において若い会
員、女性を増やすというのは、毎年言われている課題で
すが、私は 30 代の人をロータリーに誘うことには、あまり
賛成はしません。若い人はＪＣや商工会議所等で同世代
で喧々諤々して過ごす時だと思っています。若いうちから
年代の幅のある中にいると頭でっかちになる会員が多く
なると思います。長年地区に出ていて色々提言したいこ
とが沢山ありますが、またの機会にお話させてください。

折原幹事

が必要な方は事務局までご連絡ください。

お客様挨拶 20162016-17 年度交換留学生 小泉蒼馬さん
小泉蒼馬さん
2016 年の 8 月にドイツから帰ってきて
1 年半年になります。帰国後、僕は AO
入試で学習院大学に入学しました。今
はバスケットボール部に入っています。
学部は、国際社会科学部という新し
い学部で僕は 2 期生になります。ほぼ
毎日 2 コマか 3 コマの授業があり、その中でも必修科目
の英語では、書くこと、コミュニケーションスキルに重点を
おいており、プレゼンテーション能力を磨いています。他
に社会科学ということで、経営学、経済学、会計学を学ん
でいます。特に興味があるのが、マーケティングと経営戦
略ですが、成績はあまり良くありません、笑。
バスケットボール部は、関東で 3 部リーグに属しており
土日は、ほとんど試合で県外に遠征をしています。一昨
年は先輩方のおかげで上位の成績でしたが、今年は 12
チーム中 10 位の成績でした。先ほど、僕の敬語ができな
いという話がでましたが、部は体育会系なのでずいぶん
と敬語ができるようになりました、笑。今年から 2 年生に
なり後輩もできるので気を引き締めて頑張りたいと思いま
す。

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

僕は、高校 3 年生の時に留学したので、帰国時には高校

次々と発覚した事故は、いずれも麻酔後に容体が急変

を卒業していたので AO の大学受験まで時間がありまし

したものです。直後に急変した症例は、おそらく無痛分娩

た。また、AO 入試は英語と面接でしたので、他の受験生

が直接的な原因です。考えられるのは麻酔薬が血管内

より時間があったので、ロータリーのオリエンテーションに

に入って起こる「局所麻酔薬中毒」や、脊髄の近くまで管

参加し、留学生の面倒を見たり、派遣候補生のアプリケ

が入り「全脊髄くも膜下麻酔」の状態になったこと。
通常は麻酔薬を投与するたびに管を吸引し、血液や髄

ーションを手伝ったりしていました。
今は、部活動が忙しくあまり参加できていませんが、ロ
ーテックスとして、派遣候補生の世話をするのが好きなの
で、これからも時間の限りロータリーの活動に参加をして

液が逆流しないことを確認する。少しずつ投与し、異変に
気付いて対応すれば大事には至りません。
しかし、母子を救えない事例が相次いだ背景には、担

いきたいと思います。

当した医師が合併症の予防や対策に習熟していない、人

派遣候補生 20182018-19 年度交換派遣生 深瀬心羽さん

手が足りず麻酔後の監視が不十分、急変時の訓練や準

春日部共栄中学校 3 年生の深瀬心

備をしていない－などの状況があったと推測します。

羽です。この度は、ベルギーに留学

私の病院でも 10 年前から無痛分娩をしていますが、スタ

することが決まりました。先日はオリ

ッフの教育が重要です。この技術に習熟した専門の医師

エンテーションで、折り紙教室があり

は少なく、体制が整わないまま、なし崩し的に広まったこ

ました。鶴と手裏剣を折りましたが思

とが重大な事故につながったのではと思います。

ったより難しくて苦戦しました。留学先
で折り紙を折ると喜ばれるそうなので、頑張って上手に折
れるようにしたいと思います。
18 日に「もちよりパーティ（potluck party）」があり、派遣
生は留学先で食べてもらいたい日本料理を 来日学生は
母国の料理を１品もちよります。色々な料理を楽しんだり
音楽や踊りを楽しんだりしてとても楽しい時間でした。ベ
ルギーからの留学生とも仲良くなりオリエンテーションの
後も皆で出かけたりして楽しく過ごしました。
今は春休みで時間があるので、ベルギーで使うフランス
語を勉強しています。今は、ベルギーと言えば、チョコレ
ートやワッフルしか思い浮かびませんが、帰国したときに
はもっとベルギーのことを話せるようにしたいと思います。

出席報告

真中会員
真中会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

43

15

28

0
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74.42%

また、これからあちらで日本のことも話せるよう準備をし

スマイル報告

たいと思います。留学まで皆様にはご迷惑をかけることも

栗原会長
栗原会長代理
会長代理：
代理： 心羽さん、ようこそ。ベルギーおめでとう。

あると思いますがどうぞよろしくお願い致します。

折原幹事：
折原幹事： そうま君、お久しぶりです。深瀬さん、留学楽し

会員卓話

長岡会員
長岡 会員

最近では、お産の痛みを麻酔で和ら
げる「無痛分娩」で母子が死亡したり、

真中会員
真中会員

みですね。

深瀬心羽さん：
深瀬心羽さん： 派遣国が決まりました。今後ともよろしくお
願い致します。

重い障害を負ったりする事故が相次

戸賀崎会員：
戸賀崎会員： 小泉君、このはちゃん、今日はお越し頂きあ

いでいます。厚生労働省は研究班を

りがとうございました。例会にも春が来たようです。また遊

発足させ、安全に出産できるための体

びに来てね。

制づくりを検討しているようですが、妊

関口会員
関口会員：
会員： 1971 年 3 月 31 日今から 47 年前、杉戸クラブ

娠中の女性にとっては、無痛分娩を選ぶかどうか、お産

の創立総会が当時の埼玉銀行で行われました。3 月 29

をどこでするかの判断に時間はありません。

日は欠席致します。

長岡会員
長岡会員：
会員： 久しぶりです。20 年振りの風邪で 3 日間寝込み
ました。石井眞一さんの突然の訃報驚きました。お悔や
み申し上げます。他人ごとではありません。

深瀬会員
深瀬会員：
会員： 孫がお世話になっています。よろしくお願いしま
す。

仁部会員
仁部会員：
会員： 今年は、花見をしてみようと思います。権現堂、
清水公園、上野公園どこが良いですか？

武井会員
武井 会員：
会員 ： ローテックス、小泉君、青少年交換生、深瀬さ
んようこそ。保健所関係で会議のため、早退します。

矢島会員
矢島会員：
会員： 2～3 年前より 3 月の転勤、特に定年での別れ
がつらくなりました。年ですね。お客様ようこそ。若者が羨
ましい。

第２４４０回例会 ２０１８年３月２９日
お花見夜間例会 （野口会員事業所前）
（野口会員事業所前）

仁部会員
仁部会員：
会員： 今年も残すところ 10 ヵ月となりました。寒さも彼
岸までです。

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 深瀬さん、素敵なお孫さんいいですね。私の
孫も今年、奨学一年生になります。

細井会員
細井会員：
会員：新井会員： お客様ようこそ。
舟越会員
舟越会員：
会員：馬場会員：折原（弥）会員
馬場会員：折原（弥）会員：真中会員
折原（弥）会員：真中会員

本日のスマイル
本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

３１，０
３１，０００円
，０００円
７３９，０００
，０００円
７３９
，０００
円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

