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会 長 挨 拶
会長 福田 和子
皆さん、こんにちは！
今月は、パレスホテル
のスタジオよりのオンラ
イン（Zoom）例会となり
ます。
節分も過ぎ春の訪れが
待たれる時期ですが、 新
型コロナウイルスのオミ
クロン株の猛威に見舞わ
れ、報道でもあるように
感染者や濃厚接触者が増えています。皆様、企
業運営にも大変なご苦労をされていることと思
います。ロータリーとして他のクラブの対応
は、休会、ハイブリッド例会、オンライン例会
と様々です。大宮西 RC としましては、今後ど
のようになるか解りませんが、なるべく計画を
あきらめず、できる範囲でロータリー活動を進
めてまいります。皆様のご協力をお願いいたし
ます。
コロナにより世の中が変化していますね。日
常的に使うお金のお話をします。お年玉などで
子ども達が貯めている貯金箱の硬貨の話です。
昨年、500 円硬貨が新しくなったでですが、皆
さんご存知でしょうか。デザインが少し変わ
り、0.1ｇ重くなったようです。
さあー、硬貨が貯まりました。いざ、郵便局
（ゆうちょ銀行）へ貯金しようと持参すると、
手数料が掛かってしまうのです。これまで硬貨
の取り扱いが無料だったゆうちょ銀行でも、
ATM や窓口での硬貨の預け入れに手数料がか
かるようになったからです。勿論、他の銀行の
ATM でも枚数により手数料がかかります。技
術革新で高コストがかかるから仕方ないのかも
しれませんが。子どもの貯金が少なくなってし
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まうのは、ちょっと可哀想な気もします。
貯金できる子どもは幸せです。本日の卓話で
は、ラオ・フレンズ小児病院 代表理事 赤尾
和美 様に、ラオスの報告と現状をお聞きしま
す。
私達の支援で、ラオスの子ども達は笑顔でい
られているか、スタッフの成長ができている
か、国際奉仕委員会 増永 裕樹 委員長から
も、活動報告を皆さんにお伝えします。
今年度ＲＩテーマの「奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために」、そのためにもロー
タリー活動を休むことができません。奉仕さ
れる側も奉仕した方も、心豊かになるような
気がいたします。大宮西 RC は、長年ラオス
の事業支援をしております。こんな時ですか
ら、尚、継続が大切です。 皆さんの力で継続
しましょう！
これにて会長挨拶といたします。

お客様紹介、米山記念奨学生紹介
小沢隆
副会長 内山泰成
■ラオ・フレンズ小児病院
代表理事 赤尾 和美 様
■2021 学年度 米山記念奨学生
グェン ティ ガン さん
「皆さん、こんにちは。
大学の期末テストやレポートで忙しくしています
が、頑張ります。
今日の卓話も楽しみにしています」

奉仕に行動を
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幹事 押野 一郎
①２月のロータリーレート
は、1 ドル 115 円です。
②会員皆様からお問い合わせ
も多い、不審なメールの件で
す。対策としては、会員ご自
身の管理が最も重要です。添
付ファイルや URL の貼ってあ
るものは、安易に開かないよ
うご注意ください。少しでも
おかしいと感じた時は、事務局にお問合せくださ
い。事務局の対策としては、佐藤真義会員にセキ
ュリティについてチェックしていただき、今後の
ことを検討していきます。

委 員 長 報 告
■青少年奉仕部門 部門委員長
横溝 一樹
３月 28 日（月）第 2726 例会で予定さ
れていたバス旅行は、コロナ感染急拡
大の影響で中止と決定しました。
■クラブ運営部門
部門委員長 小林 政良
５月 22 日（日）
・23 日（月）に予定さ
れていた親睦旅行の件ですが、コロナ
感染急拡大の影響で泊りがけでの旅
行は中止となりました。５月が近づき
コロナ感染状況が変わりましたら、日帰り旅行な
ど検討いたします。
■幹事エレクト 榎本 貞寿
２月 15 日（火）18 時 30 分から、第
２回理事予定者会議を開催しますの
で、よろしくお願いいたします。
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廣慶（４日）
、天池 健二（５日）
、
正博（７日）
、石井 敦（７日）
、
慶太（９日）
、石丸 主憲（23 日）
、
義一（21 日）
、胡 平（26 日）
、
隆信（26 日）
、齋藤 實（28 日）
、
真貴子（28 日）各会員

Ｐ.22

元・米山奨学生 トゥントゥンさん
（ミャンマー）
Ｐ.32 地区大会略報
2770 地区が掲載されています
■縦組
Ｐ.４ 特集「武井武雄の世界」
岡谷市イルフ童画館館長 山岸吉郎さん
・
「ありとせみ」の童画…“アリとキリギリス”で
知られるイソップの寓話が題材
・広告代理店出身、マーケティングを通じて地方
都市の発展を
Ｐ.９ この人訪ねて 岩瀬浩介さん
ブラウブリッツ秋田Ｊ２昇格
Ｐ.20 ロータリーアットワーク
・松江南 RC カードゲームでＳＤＧｓ
・2770 地区 クラシックカー41 台でポリオ根絶
を PR
・別府 RC 障害児が親子で安心して映画鑑賞

卓
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卓話者 ご紹介
■国際奉仕委員会
委員長 増永 裕樹
ラオ・フレンズ小児病院
代表理事 赤尾 和美 様
をお招きして卓話をお願
いしております。
大宮西 RC は、ラオ・フレ
ンズ小児病院を長年支援
してきました。
今年度は顕微鏡を贈りました。検査のためのもの
でして、かかっている病気が何なのか、身体に異常
があるのかを発見する、非常に重要なものです。
これをどう活用していただいているのか、ラオス
とも Zoom でつないでご報告いただきます。
今後とも引き続き、皆様の支
援をお願いします。

ラオ・フレンズ小児病院
代表理事 赤尾 和美 様
日頃のご支援に、感謝申し上
げ、ご報告させていただきま
す。
病院についてのご報告

ロータリーの友解説
■雑誌・会報委員会 委員長
廿野 幸一
【ロータリーの友を電子版でもご覧
ください】
ＨＰ（トップペー
ジの一番下）→ログイン→閲覧
できます
■横組
Ｐ.４ ＲＩ会長メッセージ
2/23 はロータリーの創立記念日です
Ｐ.７ 青少年交換は未来平和へのギフト
Ｐ.14 第 50 回ロータリー研究会レポート
さいたま新都心 RC 井原 實さん

●患者数推移
毎年増加していましたが、2020 年コロナが始まっ
た頃、４月のロックダウンで急減
2021 年コロナが拡散、再度ロックダウンで急減

●国内での感染状況
増加の傾向、いまだ感染が広がっている → 医療
が脆弱 → 食い止めなければ
●ラオスでのロックダウンの状況
ゲートが作られ村から出られない、厳しいもの
医療従事者はパスを持って、ここを通過する

●今年ご支援いただいた顕微鏡
パソコンで繋いで見られる、教育にも使われてい
る、確定診断のために専門家に画像を送ることが
できる
検査課 マネージャー
Sine さんにデモンス
トレーションをして
いただきます

「アノシンです。皆様のご支援、感謝しています。」
スライドを作ってあります。これがパソコンで見
られます。
●院内の様子
フル装備で一日中仕事、30 度を超えるなか、サウ
ナスーツを着ているよう
スタッフにも感染者が出ている
感染したスタッフもコロナ病棟で働いている
訪問看護もフル装備

「ご支援いただいているものを返していかなけれ
ばならないと頑張っています」

白血球や赤血球、血小板など血液の成分が見られ
ます。
・白血病や貧血の原因を探るのに有効
・詳細に調べるのに、この画像を送れる
・肺のうみのバクテリアの種類を見て抗生物質を
決めたり、脊髄液を見て薬の種類を決めたり、尿の
中の細菌を見たり、検査課の見ているものを共有
できるのがとても助かる
・画像の一部を切り取る操作もでき、それを送っ
たりできる
・キャプチャーして送ることができる
・以前は顕微鏡を撮影していたりしたが、詳細が
わからなかった
・今までできなかったことができ、診断が早く正
確に
・教育としても画像を示し、外部の方にも知識を
共有できるようになった

●昨年ご支援いただいた、
オンライン教育のための機材

「遠隔での教育の場を設けることができました
ありがとうございました」

お礼の言葉
■会長 福田和子
ありがとうございました。支援したものが
どのように役に立っているかよくわかりました。

締めの言葉
■会長 福田和子
本日、例会に先立って理事会が
あり、３～５月の審議をしまし
た。状況を見て柔軟に対応して
いきますので、皆様のご協力を
お願いいたします。
。
卓話、ラオスの現場を見ること
ができ、支援する側として感激
しました。ありがとうございま
した。

