出席率
先々週の出席率
ヴィジター

会員51名中42名
95.92%(5/12)
三条ＲＣより 加藤紋次郎君
米山奨学生 レジェス メンデス ホセ ルイス君

先々週のメークアップ 5/19 新会員オリエンテーション ＆
レナさん歓迎会へ 17名（別記）
5/21 家庭会合へ
佐々木常行君 松﨑孝史君 荒澤威彦君
馬場眞樹君 船久保孝志君 平松修之君
広岡豊樹君 熊倉高志君 丸山征夫君

永桶俊一君 野崎正明君 齋藤嘉一君
坂井範夫君 田代徳太郎君 坪井正康君
渡邊光郎君 草野恒輔君
5/24 会員増強セミナー（小千谷）へ
佐々木常行君 野水孝男君

こんにちは。
三条クラブより加藤さん、そして、メキシコからの留学生 米山奨学生の
ホセ ルイス君、ようこそおいで下さいました。どうぞ最後までごゆっくり
お過ごし下さい。
吉田松陰にはまりました。

吉田松陰 ３

会長挨拶
三条南ロータリークラブ会長

草野恒輔

１ 人をみきわめる
自分の生きる道を知る人は、いつも地道でありながら、
その行動には迷いがないものです。
そして自分の言葉で、自分の行動をごまかすことを最低の恥とします。
２ 仲間を助ける
仲間が道を踏み外していたら、全力で叱りましょう。
遠慮なんかいるもんですか。余計なお世話だと思われてもかまいません。
その勇気が、一生の友を与えてくれるんです。
３ 覚悟
駄目なものに尽くすこそ価値がある
チームに勢いがあって盛り上がっているときは、
誰もが忠義を立てるものですが、
勢いがなくなって衰えてくると、
急にいなくなったり、裏切ったりする人が増えます。
生き抜くためという理由もあるのでしょう。

国際ロータリー会長 ロンＤ．バートン ［アメリカ］
第2560地区ガバナー山 﨑 堅 輔 [中 条]
第４分区ＡＧ
鈴 木 守 男 [三条東]
会
長
草 野 恒 輔
幹
事
平 松 修 之
Ｓ Ａ Ａ
齋 藤 嘉 一
事 務 局 〒955-8666三条市旭町2-5-10
三条信用金庫 本店内
TEL 0256-35-3477 FAX 0256-32-7095
E-mail info@sanjo-minami.jp
URL http://www.sanjo-minami.jp

ですが結局、最後まで踏ん張れなかった人は、どれだけずば抜けた才能や技術があったとしても、
私は尊敬できません。
素晴らしいリーダーのもとで頑張る人はいくらでもいます。
どうしようもないリーダーのもとで、頑張れるからこそ、すごいのです。
ほめられて、頑張る人は珍しくない。
怒られても、がんばれるからこそ強くなるんです。
物事を成就させる方法はただ一つ。
それは「覚悟すること」だと思います。
では、２句いきます。

やられたら やり返せるのは ドラマだけ
除夜の鐘 税込価格で 百八つ

ようこそ 三条南ロータリークラブへ
ロータリー米山記念奨学生

REYES MENDES JOSE
レジェス

メンデス

ホセ

LUIS 君
ルイス

長岡技術科学大学 大学院
工学研究科 修士前期課程 経営情報システム工学専攻
メキシコ タマウリパス州 タンピコ市出身です。
メキシコのモンテレイ大学から長岡技科大に留学して 3 年目になります。
今年の 4 月から大学院に進学しました。
米山奨学生になれたことをとても幸運に思います。ありがとうございます。
家族は皆、医師で、よく「なぜ、医者にならないの？」と聞かれますが、血を見てしまうとどうしてもパニッ
クになってしまいます。私の研究テーマは「技学教育」、
『技学』とは「すべての問題を科学のアプローチを通
じて解決できる」という考え方で、この概念を世界中に普及したいと考えています。
2 年間お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。

メキシコ合衆国 United Mexican States ミニ情報
人口：1 億 2,233 万人
面積：1,972,550km2 （日本の約 5 倍）
首都：メキシコ・シティ
G D P: 1 兆 0,881 億ドル
言語：スペイン語
通貨：1 ドル＝約 13.2 ペソ
有名なスポーツ：サッカー

国旗と国章

地元 Tampico（タンピコ）

＊ メキシコは世界の銀の最大の生産国

カウンセラー

熊倉次年度米山奨学委員長

4～6 月分奨学金

授与

～5 月 26 日 23,000 円
今年度累計 763,661 円～

草 野 君

平 松 君
渡邉 (久 )君

土曜日の応急診療所、大混雑でした。 熊 倉 君
天候不順のために体調がついていか
鈴木 (武 )君
ないようです。気をつけて下さい。
本日の卓話は渡邉久晃さんです。
よろしくお願いいたします。
本日、卓話当番です。
よろしくお願いします。

鈴木 (圀 )君
韮 澤 君

佐藤( 秀) 君、田代君、坪井君、銅冶君、
西巻君、西潟君、野崎君、船久保君

渡邉先生、卓話ご苦労様です。
楽しみにしております。
星野君
草野会長、5／24 の ロビーコンサート
では奥様、スタッフの皆様に大変お世
０４０
話になりました。
・・・後、旬例会会場「いたします。
どうもありがとうございました。

丸 山 君

ホセ君、ようこそ。
皆さん、よろしくお願いいたします。
留学生のホセ君、南ロータリークラブ
へようこそ！
19日の新会員研修会には9名全員
の出席、ありがとうございました。
「第36回八海山大倉口大火渡り祭」
参加してまいりました。
近所に火事がありました。ご心配いた
だき有難うございました。
常日頃丈夫な方ですが、この4～5日
お腹の調子が良くないので困ってい
ますが、お医者さんに行く程もないと
“正露丸”を飲んで頑張っています。

坂本君、滝口君、田中君、松﨑君

ＢＯＸに協力いたします。

Speech

卓

「乳幼児の感染症と予防接種」

渡邉

話

久晃 会員

我が国は男性 79 歳、女性 86 歳と平均寿命が世界屈指の長寿国となっ
ています。生活習慣の改善、医学の進歩などにより改善されました。そし
て、乳幼児の死亡率の低下がそれに加わっています。
予防接種をすることにより病気を減らし、個人的に社会的に健全な状態
を保つことが出来ます。
2011 年予防接種法の改善がなされ、各予防接種が改められ、必要によ
っては、一日数種類のワクチンの接種が可能になり、2013 年からは定期
接種となったものもあります。従って、一年間に多くのワクチンが接種さ
れ、通院日数も、回数も少なく済むようになりました。一日 3～4 種類の
ワクチンの同時接種が可能となりました。
皆さんにお配りしました表は、予防接
種の一例で、乳幼児としては大変多くのワ
クチンを一年に行ないます。参考までに目
を通して下さい。
こんなに多くのワクチン接種があります
ので、生後数ヶ月の乳児が私の顔を見るや
すぐに泣き出してしまい、困っています。
本日は、ワクチンの接種が行なわれず感
染症になったとき、どんな症状となり、悪
化したときはどうか、私の経験を交えてお
話したいと思います。
○インフルエンザ菌 b 型：咽頭より入り、
血液から各臓器に侵入して、髄膜炎、敗
血症、関節炎、肺炎などを起こす。年間
10 万人当たり 8.6 人位でした。髄膜炎はてんかん、難聴、発育障碍を残します。脳底にたまった膿塊が中脳動
肺に血栓としてつまる。
○小児用肺炎球菌：慢性気道感染症、中耳炎、髄膜炎などを起こす。致死率が高い。

○Ｂ型肝炎：肝炎ウィルスが慢性持続性感染を起こし、肝硬変、肝臓癌が起ることは良く知られていることです。
○ロタウィルスの感染で引き起こされるもので、乳幼児に多く感染発症する。急激な嘔吐、下痢、そして脱水が
起こり、けいれん、腎不全などを起こして重症化する。白い便を排出するので鑑別しやすい。
○四種混合ワクチンは、百日咳、ジフテリア、破傷風及びポリオが混合したもの

百日咳：菌が呼吸器より入り、夜間の咳発作と吸気性の笛声が特徴。肺炎を併発し易い。
ジフテリア：菌が咽頭より入り、白い膜をつくって呼吸困難となりやすい。心筋炎を起こし、突然死すること
がある
破傷風：菌が傷口より入り、開口困難、全身けいれん、致死率が高い。生後 2 週間位に突然口が開かず、哺
乳困難となる。臍帯感染による。
ポリオ：小児麻痺とも言われ、風邪症状の後、脊髄の前角細胞にウィルスが侵入、麻痺を起こす。
アジアの一部、アフリカには未だある。
○ＢＣＧ：我国の結核患者は 10 万人当たり 17.7 人と非常に多い。老人も多いが小児も多く、乳幼児は血液髄
液の関門バリアが不完全のため、全身に播種され、髄膜炎となり易く、死亡率は 50%以上、あとは
重大な後遺症を残す。
次に幼児期に入ると麻疹、おたふくかぜ、日本脳炎、水痘と続きます。
○麻疹：高熱、発疹で重症化する。よく肺炎、脳炎を併発して脳細胞の脱髄化が起こることもある。
○おたふくかぜ：中耳炎となったり、難聴となったり、時には脳炎を起こすこともある。
以上のように各疾患とも、重大な後遺症、または死に至ることもありますので、ワクチンの接種は欠かさず受
けて下さい。そして、周りの子供さんにも勧めていただければとお願いします。

新会員オリエンテーション ＆
一年交換学生 レナさん歓迎会

2006～07 年年度一年交換学生
レナさんの歓迎会がホームスティ先
長谷川晴生さんご夫妻、
馬場一敏さんの奥様
をお迎えし
当時関係者 ＆ 新会員オリエンテーシ
ョンご出席の皆さんにも参加していた
だき開催されました。
大変楽しく、和やか会となりました。
《《出席者》

者》

田口信行君

田代徳太郎君

草野恒輔君
池田亜津子さん
名古屋豊君
坂井範夫君
渡辺和宏君

平松修之君
木村 譲君
内藤豊大君
鈴木圀彦君
山田雅一君

長谷川直哉君
丸山征夫君
大渓秀夫君
鈴木 武君
吉沢栄一君

Birthday
◆

会員誕生

2 日
18 日
21 日

◆

夫人誕生

3日

◆

結婚記念

8日
11 日

熊倉高志君
渡邊光郎君
田中悌司君

18 日
21 日
23 日

滝口恵介君
星野健司君
加藤峰孝君

長谷川有希子（直哉）さん

21 日

池田正子（稔）さん

内藤豊大君・裕理さん
平松修之君・貴子さん

10 日
14 日

佐々木常行君・朋子さん
大渓秀夫君・明子

＊おめでとうございます＊

あの日の一枚・・・
池田 亜津子 会員
20 歳の頃❢
冬休みにロンドンへ・・・

三条南ロータリークラブ週報

