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 みなさま、ようこそご参加くださいました。 

早いもので、例会場での今年最後の例会となりま

した。 

本日は増渕和夫会員に卓話をお願いしています。 

医療現場での最新情報や私たちが日頃、注意しな

ければならないことなどもお話しいただけること

と思います。よろしくお願いいたします。 

さて、私はお寺の住職をしておりますので昨今変

化のあることを少しお話しいたします。今から３

０年ほど前は「今、元気なうちにお墓を建ててお

きましょう」と言われていました。しかし最近は

「生きているうちに、後の人が困らないようにお

墓を閉じることも考えましょう」というように  

変わってきました。これは、家族構成や宗教観

の変化といえるかもしれません。 

私自身も今年、何件かの「墓じまい」のお勤め

をしました。 

最近は「三ばなれ」の時代になったのだと聞き

ました。 

「寺ばなれ」「葬式ばなれ」「墓ばなれ」なの

だそうです。 

しかし、永らく先祖から受け継いだものですか

ら、軽々に考えていただきたくありません。 

時代による価値観の変化を考えされられること

が多くなりました。 

また、機会がありましたらみなさまのお考えを

頂戴したいと思います。 

 

１、地区事務所より１件受信 

幹事報告 幹事 陣野壮太郎 



 

クリスマス家族例会のお誘い 

 何かとお忙しい事と存じますが、ご家族お誘い

のうえ多数ご参加下さい 

 日時：１２月１７日（土）１８時～ 

 場所：ベルセゾン ５Ｆ 浅間 

 会費：会員１０，０００円 家族８，０００円  

     中学生３，０００円 小学生高学年 １，０００円 

    小学生低学年以下 無料 

 アトラクション：テーブルマジック 

親睦活動委員会    委員長 石原 勇介 

スマイル報告 

委員会報告  

 

 １）職業奉仕部門セミナー第２グループ分科会  

   開催のご案内 

   日時：１月１７日（火）１４：３０～１６：３０ 

   場所：丸井志木店８Ｆ・志木ふれあいプラ 

      ザ会議室 

１、バギオ基金より2015年度事業報告書と寄付の 

    お願い 

１、朝霞ロータリークラブより例会変更受信       

１、志木柳瀬川ロータリークラブより週報受信 

１、１１月度会員親睦会収支報告書回覧 

 

「薬物乱用防止講演会」 

      参加ご協力再度のお願い 

日時 １２月１５日（木）１４：４５～１５：３５ 

場所 新座市立第四中学校 

議題 「第６回 薬物乱用のない社会をつくる   

       ために！」 

講師 ＮＰＯ法人埼玉ダルク 代表 辻元俊之氏  

 

【連絡事項】 

 ＊乗り合いの場合  

   集合時間：１４時   

     集合場所: ベルセゾン  

青少年奉仕委員会  委員長 大塚 雄造   

 

龍山 利道会員 本日、増渕和夫会員の卓話楽し

みにしております。宜しくお願いします。 

陣野壮太郎会員 増渕先生の卓話楽しみにしてお

りました。宜しくお願いします。 

金子 幸男会員 増渕和夫会員の卓話楽しみにし

ております。 

増渕 和夫会員 本日は卓話をさせて頂きます。  

大塚 雄造会員 来週１２月１５日（木）１４時

４５分より第四中での講演宜しくお願い致しま

す。増渕和夫会員の卓話宜しくお願い致します。 

岡野 元昭会員・宮川 勝平会員・吉原 良一会員

本木 英朗会員・神谷 億文会員 ・石原 勇介会員 

松岡 昌宏会員 

『増渕和夫会員の卓話楽しみにしております』 

親睦活動委員会    委員 神谷 億文     

２０１５年度開催の新座市立第三中学校の風景 



 

２０１７年度役員理事を発表致します。 

卓話   

 

 まず、現在流行しているものについてですが３

つあります。 

例年と違うのはインフルエンザよりノロウイルス

などの感染性胃腸炎が大変流行っているというこ

とです。 

嘔吐もしくは患者が出たら素手で触れず手袋をし

てドアや水道の蛇口を「キッチンハイター」で消

毒しましょう。 

そして、恒例のインフルエンザ。今年は胃腸炎に

押されてか流行が遅く例年の１割程度です。

ちょっと難しいのは高熱が出ないインフルエンザ

も流行っているということです。 

三つ目は百日咳が流行っています。微熱、咳、た

んの症状が長い事続きますが、検査結果が出るの

に５日かかります。 

 他人にうつらないのは①感染性胃腸炎になった

後は下痢が止まるまで（菌は未だ残っています）

②インフルエンザは熱が下がっても発症から５日

経ってから③百日咳になった場合（疑われる場

合）検査結果を５日待って症状が治ってからなの

で家庭や社内でも気を付けましょう。 

 そして大人の病気、生活習慣病についてですが

何よりも年に一度の人間ドックと癌検診をきちん

と受けることが大切です。 

とにかく一番多い病気はガンです。まず肺ガン、

喫煙者だけでなく非喫煙者の受動喫煙でも肺ガン

になります。 

それから食道ガンは喫煙・飲酒・食生活でも罹患

しやすくなっています。食道ガンの手術は骨が

あって胃ガンよりも手術が難しいです。 

「疾病予防と治療月間」に因んで  

               増渕 和夫 

 
肝臓ガンはＣ型肝炎がなければなりにくいです。 

他の臓器はエコー検査により発見するのですが

太っているとエコーに映らない部分があるので太

らないことも大切です。 

大腸ガン、前立腺ガンも多いです。大腸ポリープ

は成人の６割、早期の大腸ガンは１割という結果

もＮＨＫのテレビ番組で調査されていました。 

 私自身、大腸ガンを患いましたが直前に潰瘍性

大腸炎を患っていたことが幸運でその治療をした

ために大腸ガンを早期発見でき治癒できました。

とにかくガンで病気にならないため手遅れになら

ないためには早期発見が大切です。 

 ガン検診をやれば0.5m程度で腫瘍の芽を発見で

きます。簡単な治療で治すことができますが、こ

れを一年また一年と放置しておくと悪性の腫瘍と

して数センチになってしまい末期のガン、手遅れ

のガンとなってしまいます。 

そうなってしまうまで自覚症状がないのも厄介

で、自分で異変を気付くようなら既に手遅れとい

うことがほとんどです。 

 とにかく人間ドック、ガン検診を一年に一度は

受けましょう。 

そんなことで私も来週受診予定です。 

 

今年度の「新年会」は２０００回例会になります。 

そこで、記念すべき例会を、全会員出席のもと

奥様達を交えて心に残る例会にいたしたく下記の

通り実施する運びとなりました。 

  何かとご多忙の事と存じますが、万障お繰り合

わせのうえご参加下さいますよう宜しくお願い申

し上げます。    

 

   日  時：１月１９日（木）  点鐘１９：００       

  場  所：パーシモンホテル Ｂ１「柿の木」 

   会  費：会員 １０，０００円   配偶者８，０００円  

  催し物：ミニ寄席「初笑い」  

       落語家 桂 文ぶん氏 

           幹事 陣野壮太郎 

第２０００回記念例会のご案内   



図や写真の説明を記入

します。 

新座ロータリークラブ事務局  

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406 

   電 話   ０４８ (４７３)７０４１ 

   ＦＡＸ   ０４８ (４７３)９２２１ 

 Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp 国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ 

http://www.niiza-rc.jp 

☆例会出席は 会員の義務です 

欠席の場合はＭａｋｅ ｕｐをしましょう 

クラブからの連絡 

出席 １７名 欠席 ６名 

出  席  率 ７３．９１％  

修正出席率 ７８．２６％  
会員数３０名 

（免除者７名） 

H２８.１２.８ 

 委員長 神谷 稔 出席報告 １２月のプロラム  委員長 宮川 勝平 

２２日（木） 例会取消 「クリスマス家族例会」に振替 

２９日（木） 移動例会 平林寺参拝 

 ５日（木） 例会取消 定款により  

１２日（木） 通常例会 新春例会 龍山会長 陣野幹事 

１９日（木） 移動例会 「２０００回記念例会」 夫婦同伴 

               パーシモンホテル 

２６日（木） 通常例会 「並木 傑新座市長 新春卓話」 

１月のプログラム 
クラブからの連絡 

「２０００回記念例会 新春の集い」  

 期日： １月１９日（木） １９時 

 場所：パーシモンホテル 「柿の木」 

  ＊夫婦同伴にご協力下さい 

 ★目指せ出席率１００％ 

   全会員のご出席を宜しくお願い致します 

 

 


