
 
 

 

Page 1 

  
 

2015～2016 年度 
国際ロータリーテーマ 

世界へのプレゼントになろう 
国際ロータリー会長    K. R. ラビンドラン 
 
第 2790 地区ガバナー  櫻 木 英一郎 
第 6 分区ガバナー補佐  土 屋 俊 夫 
東金ロータリークラブ会長 鈴 木 康 道 

〃      幹事 並 木 孝 治 
〃   広報委員長 小久保 良 行 

 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959 年 9 月 15 日 
ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

第 57 巻第 28 号 通巻第 2724 号 

第 2731 回 例会 

2016 年（平成 28 年）3 月 29 日 
18：00 点鍾 於：田中商店 

 

 Program 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お客様紹介 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

親睦会 

鈴木 康道 会長 

「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

並木 孝治 幹事 

 

鈴木 康道 会長 

並木 孝治 幹事 

親睦委員会 

管理運営委員会 

鈴木 康道 会長 

 

3 月『水と衛生月間』 

Water and Sanitation Month 
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会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 
 

 川上信一郎という方をご存知でしょうか？私

もフルネームでは知らなかったのですが、報道

ステーションという番組の中で、コメンテータ

ーとして明快なあらゆるニュースに関してコメ

ントを素人にわかりやすく話をしていました。

彼の悲報に接したとき、関連報道の動きという

か、NHK は慎重でしたね。「何だこの野郎」と

いう感じでつるし上げるような状態、思えば、

彼の能力、経歴詐称により周りをだましたとい

うことで、いろんなお咎めにあい謝罪をしまし

た。人間関係というのはロータリーでもそうで

すが、信頼関係、テレビの場合は視聴者と登場

人物が信頼関係でもっています。それが崩れた

とき、その原因が気になったのですが、北朝鮮

のふるまいとかトルコのテロとか大きなニュー

スがどんどん出てきて、琴奨菊の話の陰に隠れ

てあまり関心が持たれませんでした。川上信一

郎、ショーン・マクアドール川上です。1968 年

生まれ、47 歳。あれだけの知識をもって、社会

情勢全般に批評できる。あの頭脳明晰な素晴ら

しい人間が経歴を偽っただけで地の底に突き落

とされたという状態を見ると、本当に人間の信

頼というものはどこにあるのか？と思います。

本人が悪かった部分もありますが、どうなっち

ゃうのかな？と、もったいない人材だという気

分になりました。人間の信頼関係というものの

大事さ、というものは、地域社会もそれで成り

立っているのですが、かわいそうだなという気

分になりました。 

 このようにロータリークラブでお話ができる、

ということを日頃感謝しております。 

 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 
 

 ３月１８日（金）に大多喜 RC のホストで

会長・幹事会が行われました。議題は分区

分割案について。各クラブで話し合いがも

たれたところと報告のみのところがあり、

次回の会長・幹事会において再度持ち寄る

ことになりました。 

 ガバナー補佐より、ガバナーとのやり

取りについて説明がありました。分区

第 2730 回 例会の記録 ＜3 月 22 日＞ 
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の区割りはガバナーの専権であると書

かれております。回覧します。 

 大網 RC ホストで分区親睦ゴルフ大会が行

われます。５月 13 日（金）松尾です。ぜひ

ご参加ください。 

 3 月 27 日から八鶴湖にて東金桜祭りが開

催されますので皆さんお誘いあわせの上ご

来場ください。 

 

卓 話 

 
千葉県山武健康福祉センター長 大野 由記子 様 
 

 山武健康福祉センター長、山武保健所長の大

野でございます。大網白里の出身で、役所の仕

事のみならず、実家でも皆様にいろいろとお世

話になっております。日頃のご厚情に感謝申し

上げます。 

 現在、私たちが主に関わっている業務につい

てアウトラインですがお伝えしたいと思います。 

 

１． 何より「予防」が大切です。平時から監

視をします。 

(ア) 病院・診療所、施術所（あんま・はり・

きゅう等） 

(イ) 薬局、毒劇物取扱機関等 覚せい剤、

危険ドラッグ等 

(ウ) 飲食店、食品製造等の食品営業施設、

給食施設等 

(エ) 理容所、美容所、クリーニング所、旅

館、公衆浴場、興行場（映画館など） 

(オ) 老人ホーム、児童養護施設、障害者入

所施設や保育所等 

(カ) 動物取扱業、動物の多数飼養、狂犬病

予防注射実施状況 

(キ) 食品の収去試験 

(ク) 感染症サーベイランス     等々 

 

２． でも、どうしても「事件」は起こりま

す。 

(ア) 食中毒（ノロウィルス O157 コレ

ラ A 型肝炎も…） 

(イ) ノロウィルスやインフルエンザの集団

発生（老人入所施設はとっくに要注意） 

(ウ) 結核（学校の先生や生徒、塾の講師、

産婦人科の看護師など対応大変） 

(エ) 公衆浴場利用者から肺炎多発・・・レ

ジオネラ菌 

(オ) 予防接種ミス（市と一緒に住民対応。

何か月もかかったことも…） 

(カ) 毒物カレー事件（和歌山県でありまし

たね） 

(キ) 犬のこう傷事故、大型犬が逃げた 

(ク) タンカーの座礁で重油流出 

(ケ) 農薬のご使用で周辺住民が体調不良 

(コ) 警察官通報（精神障害を疑うとき）    

その他種々の事件の収拾 
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３． 新しい感染症が次々に… 

(ア) エイズ、O157 エボラ出血熱、SARS、

MERS 新型インフルエンザ（H1N1・

H7N9…）、工病原性鳥インフルエンザ  

等々… 

 

４． 相談に乗ります。 

(ア) 家の井戸水を飲んでもいいか？ 

(イ) 新築の家にしてから体調が悪い。 

(ウ) セアカコケグモは大丈夫？ 

(エ) 犬の飼い方・しつけについて 

(オ) メンタルヘルス相談（うつ病など） 

(カ) 子供の不登校や摂食障害、虐待など。 

(キ) ドメスティックバイオレンス（DV）「配

偶者暴力相談支援センター」 

(ク) 禁煙したい。      等々 

 

５． サポートします。 

(ア) 特定疾患（いわゆる難病）、小児慢性特

定疾患の医療費の公費負担や療養援助。

人工呼吸器をつけての在宅療養などの

サポート。 

(イ) 不妊治療の公費助成。 

(ウ) 母子・父子家庭のサポート（児童手当、

特別児童扶養手当、母子福祉資金等） 

(エ) 障害者差別についての相談。（広域専門

指導員） 

(オ) 自殺対策・ゲートキーパー養成 

 

６． 福祉事務所でもあります。 

町村の生活保護業務を行っています。 

 

７． 災害時の医療・保険などに関与します。 

災害時、DMAT などの医療チームが動きや

すいよう、バックアップ。避難所の保健衛

生、日常生活への復帰に携わります。 

 

 
 

30 年間このような仕事を一生懸命行ってお

ります。本日はお話をする機会を与えていただ

きまして、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

出席率  3月 22日 
会員数 出席率 コイン BOX 

21名 100.00％ 2,174円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急
の場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電
話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メー
キャップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 

電話 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559 
Email: info@togane-rc.jp 
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