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家族、継続、変化 

Ｋａｌｙａｎ Ｂａｎｅｒｊｅｅ（カルヤン・バネルジー） 

 

 

 

 

例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

四つのテスト唱和    加藤 勉 会員 

 

例会プログラム 

司会 小林玲子 副 SAA 

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和 加藤 勉会員 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

委員会報告 

20周年記念事業 小畑正勝副委員長 

韓国ｲﾝﾀｰｱｸﾄ受け入れについて 山口光男委員長 

卓話 蓮江郁夫会員 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 

点鐘 加藤文男会長 

 

わ 

 

RI 第 2770 地区     第 5 グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ   

Ｔｈｅ Ｈａｐｐｙ 水曜日 

     ロータリーに誇りを！ 
 

第 939 回例会 2011 年 12 月 21 日 

日 
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会長挨拶         加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、

先週の年次総会・クリ

スマス例会には原口

市長様、鴻巣ロータリ

ー様をはじめ多くの

会員、ご家族の参加

を頂き誠にありがとうございました。 

先日、管理建築士の講習と試験を受けてき

ました。建築士法という法律がありまして建築

の設計業務を行うには設計事務所を開設して

建築士を管理する管理建築士を置かなければ

なりません。この講習を受けないとこの開設者

は今後 5年間開設する事が法により出来なくな

ります。朝 9：00から 17：30まで久しぶりに真剣

になりました。まさかこの歳になって試験を受け

るとは思いませんでした。又その 2 週間後、今

度は一級建築士の講習と試験を受けました。 

これは社会問題にもなりましたアネハ事件に

端を発しています。 

 

確かにあの事件は専門家のみならずと言うより

は实際に住宅を購入するのは一般の人々で

すから社会にものすごい影響を及ぼしたのは

当然なのですが、何ゆえに彼は一線を越えて

あそこまでやってしまったのだろうかと今でも考

える時があります。 

ここでは具体的な発言はしませんが、我々

人間である以上どんなに法律を整備しても法

を犯す人間は皆無ではないと言うことです。こ

れはあらゆる職業にいえることですし、ロータリ

ー活動にも当てはまると思います。日本は法治

国家ですから法を守るのは当然のことですが、

法さえ守ればよいのかと言う事です。この姿勢

では法を無限に整備してもこのような事件はま

た起こる可能性があります。 

法の上位に倫理というものがあらなければこ

の社会は成立し得ないと思います。無用の用

ではないが、この倫理をないがしろにしすぎて

いるのが今の日本だと思います。 

本年度、倫理と健康、それぞれ個別に 2 回

ずつ合計 4回内部卓話を企画しました。 

非常に地味な企画ですが私の年度のメイン

プロジェクトです。今日は蓮江先生に 2 回目の

卓話をお願いしてあります。それぞれ会員の皆

さんご自身でご自身の倫理を構築してください。

それでは蓮江先生宜しくお願いします。 

幹事報告          石井英男 幹事 

皆様こんにちは。ザ．

ハッピー水曜ロータリー

クラブにようこそ、ご出席

ありがとうございます。 

幹事報告をします。 

12 月 14 日（水）熊谷

ガーデンパレスにて年次総会は滞りなく、クリス

マス例会（パーティー）は楽しく開催できました。 

12月 20日(火)鴻巣ロータリークラブ主催 行

田ベルヴィ アイトピアにてクリスマス例会（パ

ーティー）が行われました。加藤会長・石井幹

事ならびに、原口市長はじめ来賓で総勢 40名

の参加で盛大に執り行われました。当日、水曜

ロータリークラブ 2 名に対して大変こころよく迎

えて頂けたことは、諸先輩方のおかげです。 

次に4クラブ [鴻巣RC、吹上RC、北本RC、

鴻巣水曜 RC] 合同例会を 2月 26日に予定し

ていましたが、吹上ロータリークラブで当日「IM」

の為 3月 1日に変更になりました。詳細は北本

ロータリーホストクラブより後日連絡が入りま

す。 

次に 12 月 31 日(土)年越し例会を宝持寺で

夜 11：30集合 全員参加でお願いします。 

以上、皆様よろしくお願い致します。 
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メジャードナー（大口寄付）第 2回 

 

ロータリーリーダーシップ研究会 

パートⅡ・Ⅲ修了証 

お実様挨拶 

第九实行委員会         寺西修身 様 

2012年 11月 25

日（日）クレアこうの

す大ホールにて､

ベートーヴェンの

第九交響曲（合唱

付）を開催します、

東京交響楽団と秋

山和慶氏指揮です。鴻巣水曜ロータリークラブ

の皆様の後援と合唱への参加を是非、宜しく

お願いいたします。 

卓話             蓮江郁夫 会員 

うつ病の治療と予防について 

前回に続いて 2 回目

ですが、特に会員の

方々は経営者であり､忙

しい方が多いわけですの

で､参考になればと思い

ます。 

1. うつ病の治療にとって一番いいのは､早期

発見、早期治療である。 

2. うつ病であることを本人が認識することが

大事で自分だけで治そうとしないこと。 

3. 休養が大事で、うつは必ず直るので、半年

は治療を続ける必要がある。 

4. 自分が病気であることを認めない人が多く､

家族は早く医者の元へ連れて行くことが大

切。 

治療の方法 

5. 休養・・・・・まじめな人がなりやすく、会社を

休むことをしない人や､責任を負うタイプの

人が多い､事例として、会社を休んだだけ

で直った人もいる。 

6. 薬物治療・・・・・うつ病のメインの治療であ

る、脳の中の神経細胞が情報をやりとりす

るときに､いろいろな物質が関与している､

これらが減尐するとうつになる。これらを薬

物で補うのが薬物療法である。 

今では副作用の尐ない良い薬がある。 

昔からの薬も使われているが､副作用が強

いが効果もある。 

うつの症状として､不眠、（睡眠導入剤）食

欲不振、便秘などがありこれに対処する薬

も使う。 

7. 環境調整・・・・置かれている環境に問題が

ないか、基本的な生活のリズムで予防でき

る。 

食事・・・・規則正しく食べているか 

睡眠・・・・適当な睡眠を取っているか 

運動・・・・適当な運動をしているか 

趣味・・・・仕事以外の趣味を持っているか 
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休養・・・・適当な休養をしているか 

8. 支持療法・・・・・患者と医者との信頼関係

が大事である。話しを聞く中で､共感してあ

げることが大事、必ず直ることを知らせ､不

安をとってあげる。 

9. 認知療法・・・・・人は認知しながら生活して

いる、現实と認知がずれるとうつになる。 

日記を書いてもらい､どのように認知してい

るかを点検し、アドバイスをすることで治療

する。 

再発防止 

治療が進んで来ると､あるとき､直ったと感じ

るような時がある。しかし、続けて治療する必要

がある。何かの危機に再発しやすい。 

一度再発すると､再発しやすくなるので､再

発しないように気を配る。 

気持ちの持ち方、自分の性格傾向をわきま

えること。 

過剰適応の人がなりやすい。また引っ越し、

結婚、昇格などの環境の変化がある時になるこ

とが多い。すべてやろうとしないで、大事なこと

から片づけるようにしたり、世間の目を気にしな

いなどの工夫が必要である。 

疑問点、不明なところは蓮江先生に御尋ね下

さい。                  文責 間室 

委員会報告 

20周年記念事業 实行委員会 

小畑正勝 副实行委員長 

20 周年記念の映像

を作成するため会員の

資料提出依頼 

① 会社全景等の写

真とコメント 

② 仕事をしている風

景写真とコメント 

③ 仕事での成果が分かる写真とコメント(製造

品・扱品・手を掛けた事等) 

④ 写真は合計 5 枚位、コメントは短く、また撮

影日だけでも OKです 

締切日は、平成 24 年 2 月 15 日です。委員会

の石井幹事、また小畑までに提出お願いしま

す。 

 

韓国インターアクト受け入れについて 

山口光男 新世代部門委員長 

RI第 3750地区韓国青尐年訪日学生 

ヤン・ジョンワ君送別会のお知らせ 

来年早々に来日する

韓国青尐年訪日学生が

1月 7日から 12日まで来

訪します。5 泊 6 日の中

で实質4日間が交流でき

ることになります。ホーム

ステイ先は宮坂良介会員宅で受けて頂くことに

なりました。 

毎日のプログラムからすると 1月 11日(水)の

クラブ例会に参加することになります。朝から市

長訪問、人形のマルタケ見学、鴻巣水曜クラブ

例会参加、鴻巣高校インターアクトクラブ交流

等があります。当日が最後の晩となるために鴻

巣クラブと合同で送別会をすることになりまし

た。 

つきましては、宮坂会員への感謝と訪日高

校生ヤン・ジョンワ君の送別会を開催します。

皆様には何卒万障お繰り合わせのご出席を頂

きたくお願い申し上げます。 

1. 日時 平成 24年 1月 11日(水)17 時 30分

～19時 30分 

2. 会場 フランスレストラン メイキッス 

3. 会費 金 5,000円(当日徴収します) 
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出席報告         宮城 仁 委員長 

 

 

スマイル報告       井上脩士 副 SAA 

 

 

前回までの合計 245,500 円

本 日 の 合 計 29,200 円

次回繰越金合計 274,700 円  

 

 

 

 

編集後記 

寒い日が続いています。霜柱が白く朝日に

輝き、川には薄氷が､我が家の鶏たちもひなた

ぼっこをしています。夜は暖房がないので寒い

のかな。   ＴＭ 

 本日 修正 

 12 月 21 日 12 月 14 日 12 月 7 日 

 939 回 938 回 937 回 

 通常例会 ｸﾘｽﾏｽ例会 通常例会 

会 員 数 31  32 

出 席 数 17  19 

欠 席 数 14  13 

例会出席率 54.80％  59.38％ 

Ｍ Ｕ 数 5  5 

合計出席数 22  24 

出 席 率 70.76％ 100.00％ 75.00％ 

個人スマイル 

宮城 仁会員…12月 31日宝持寺 11時 30分皆様新年を

祝うため全員参加しましょう。 

馬場知行会員…除夜の鐘をつきに宝持寺へおいで下さ

い。 

山口光男会員…本日 59歳になりました。 

加藤文男会員…精神障害者への理解をお願いいたしま

す。 

小林玲子会員…馬券一人勝ちありがとうございます。これ

からもゴルフがんばります。 

スマイル 1  蓮江会員卓話宜しくお願いいたします。   

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤勉会員・寺澤銀三会

員・井田喜代志会員・山口光男会員・間室照雄会員・加藤

文男会員・井上脩士会員・石井英男会員・仁見惠美子会

員・宮坂良介会員・小林功会員・田邊聖会員 

その他 

ゴルフ残金 5,200円ニコニコに繰り入れました。 
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第 940回 年越し移動例会 
12月 31日(土) 宝持寺 
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今後の活動予定 

 

1月 11日 

（水） 
鴻神社初詣 10時 30分集合 

1月 11日 

（水） 

第 941回通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月祝い 

花チャリティ 

1月 18日 

（水） 

第 942回通常例会 

奉仕プロジェクト協議会 

1月 25日 

（水） 
振替休会 

1月 26日 

（木） 

１Ｍ 東武バンケットホール上尾 

登録受け付け 午後 1：00 より 

2月 1日 

（水） 

第 944回通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月祝い 

花チャリティ 

2月 8日 

（水） 

第 945回通常例会 

外部卓話 職業倫理 2 

2月 15日 

（水） 

第 946回例会 

職場訪問 

2月 22日 

（水） 
振替休会 

2月 29日 

（水） 
休会 

3月 1日 

（木） 

第 947回移動例会 

3 クラブ合同例会 北本 RC主管 

クラブ会報委員会 

委員長  小林玲子     副委員長  井上脩士 

委  員 柿沼洋一 間室照雄 山口光男 小林功 


