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【 本日のプログラム 】 4月14日 卓話 「私の履歴書」 藤塚 勝明 会員
【 次回予告 】 4月21日 卓話 「食育ラボ 食の安全・安心教員」 NPO法人湘南食育ラボ監事 鈴木 由佳 様
【 第1805例会 】 平成28年4月7日（木） 【 司会SAA 】 小栁 智裕 君
【 斉唱 】 「君が代」 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 板垣 克浩 君
【 ビジター 】 佐々木 和夫 様（大和RC）

会長の時間

橋本 日吉 会長

検診トレーラー！]、2014年4月の事例を紹介致します。

皆さん、こんにち
は！4月に入ってまい

K. ゴビンダラジ医師と、K. N.スリニバサン医師は、
インドのスリランガム・ロータリークラブの会員です。

りました。陰暦では

二人は、地元地域のある町で、 乳がんによる女性
の死亡率が異常に高いことを発見しました。乳がん

4月を卯月と言って
卯の花が咲く季節

は、二人にとって特別な意味を持っていました。10
年前に母親を乳がんで失くしたゴビンダラジさんは、

で、 [ 卯の 花月] の
略称であるそう で

母親をしのんで乳がん研究支援のための「シャンタ

す。卯月の卯は[初]
[産]を意味する[う]で一年の循環の最初を意味し

財団」を設立。一方、スリニバサンさんの診療所に

たとする説があるそうです。私は、昨日県立大和西

診療所を訪れていたからです 。
インドでは、女性の0.02～0.04パーセントが乳が

は、これまでになく多くの若い進行乳がん患者が、

高校の第31回の入学式に学校評議員の関係で出
席してまいりましたが学校関係は学期の始まりでも

んを患っていると言われていますが、都会の病院ま
で出向き5,000円相当の検診料を払って検診を受

あります。又農家も4月は、種蒔き準備の季節でも
あり、田畑の耕作や作付けに忙しくなる時期でもあ

けることができない女性が多いのが実情です。そこ

ります。

で、二人は、ほかにがん検診を行う方法がないかと
考えていました。そのころゴビンダラジさんが、たま

さて、ロータリーも3月もあっという間に終わり4月
に入って参りました。4月は、[母子健康月間]ですの

たま訪れた韓国で、ショッピングセンターの駐車場で
レントゲン機器を搭載したバスを見かけ、そのような

で、グローバル補助金を利用してトレーラーに乳がん
検診設備を搭載し、インドの散村に住む女性たちの
健康管理を支援しているアメリカメリーランド州のR

移動検診所があればインドの女性たちを救えると
考えました。

CとインドのスリランガムRCとのプロジェクト[走れ、

そこで二人はロータリーのグローバル補助金を申

会員数

出席者

43名

30名

出席率
81.08%

前々回修正 出席免除
73.17%

11名
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欠席者 7名(敬称略)
原嶋、引田、池澤、北島、中島、苗加、梅野

請、その資金で検診機器を購入し、 トレーラーに搭
載しました。2012年4月以来、その検診トレーラーは、
シャンタ財団と、米国メリーランド州のロックビル・
ロータリークラブが協力して運営。す でに6件の乳
がんが早期発見されたほか 、何千人もの女性 が
自己検査の方法を学びました。さらには、地域の女
性たちが乳がん以外の健康問題についても気軽に
相談できるようになりました。
検診トレーラーに搭載した機器・備品は、乳がん

大和RC 会長
佐々木 和夫 様ご挨拶

検診用X線装置、超音波検査器、乳がん自己検査
の研修資料など、総額34,000米ドル。トレーラーは、
シャンタ財団が維持しながら、特に都会から遠い地

5月1日、大和3クラブ主催によります「大和市民

域にあるNGO、女性のグループ、企業などに適切な
訪問先を手配してもらい、検診と診断を行っていま

安全のつどい」を大和市生涯学習センターにて開
催いたします。皆様のご協力をお願い致します。

す。訪問スケジュールを組む際には、スリランガム・
ロータリークラブが支援し、訪問先の地元メディア

委 員 会 報 告
地区研修協議会

を通じて事前に広報するだけでなく、検診当日は、
ロータリアンが検診トレーラーに乗り込み、エイズに

石川 健次 実行副委員長

対する認識や健康管理について、訪問先の女性た

4/17の 地区研修協議会

ちに説明しています。
患者が検診を受け、その結果がんの疑いがある

ですが、ホストにも関わらず、
参加者がかなり少ない状況

場合は、シャンタ財団が運営する病院または患者
の地元の放射線科医の医院で生体検査を受けら

です。具体的には、出席義務
者にも分科会での質疑応答

れ、悪性であることが分かれば、地元の病院またシャ
ンタ財団関連病院で治療を受けることができます

部分の発言者と回答者の部
分を本来の担当である座間RCと協力し記録を取っ

（費用はすべてインド政府が運営する健康保険で支
払われます）。財団はその後の患者の診療と家族

て頂きます。ICレコーダーも使用しますが、そのバック
アップとして発言者の氏名や所属クラブ、要旨など

全体のカウンセリングも提供します。

をメモして頂ければと思います。当日は、長時間の

このプロジェクトに協力し、米国のロータリークラ

会合でお疲れのところ大変申し訳ありませんが、ご

ブや医師会から寄付を集めた米国在住のロータリ

自身の勉強にもなりますのでご協力宜しくお願い

アン、チェングタイ・ディーナン医師は、「検診トレーラー

致します。

のおかげで、生まれて初めて医者にかかることがで
きた女性もたくさんいます。地元で検診を受け、そ

お祝いの方々

の結果命が救われる。素晴らしいプロジェクトだと

親睦活動委員会

長谷川 清 委員長

思います」と語ります。
会員誕生日
配偶者誕生日

さらにこのプロジェクトからは、これまで得られな
かった貴重な診療データが収集されており、今後イ

藤塚 勝明 君
4月11日
横澤 たづ子 夫人 4月10日
後藤 久子 夫人

ンドやそのほかの国の大学での研究に活用される
予定です。
検診トレーラーによって、数多くの女性が自己検
診の仕方を学び、乳がんの早期発見に繋がったそ

結婚記念日

髙橋 政勝 君

4月10日

創業記念日

舘盛 道明 君

4月8日

入会記念日

梅田 秀雄 君

4月9日

阿萬 正巳 君

うです。
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4月11日

4月9日

をしていきます。
今年4月でタイル職52年目になります。51年前に
寝るところと、食事を与えてくれればという小僧に
出ました。これは私の家も祖父の代から小田原で
桶屋を営んでおり、職人や小僧さんはいつも8～10
人おり、皆同じ家で暮らしておりました。家族を含め
ると20人以上の大所帯で、小僧さんは皆、家の手
伝いや畑の手伝い等をしながら仕事を覚え、年季
が明けて職人となり、お金を貯めて独立のためにと
13歳位から来ていました。現在日本に来ている外国
の方と同じようだと思います。
私が小僧に行った親方の家は借家で、 1階が6
畳の台所、玄関、トイレ、階段、２階は６畳の和室の
ワンルーム、１階台所に兄弟子と2段ベット、２階は親
方夫婦と2人の子どもとこのような所でした。毎日
のように浴室を作っていましたが、、歩くと20分以
上かかる銭湯に通っていました。３日に１回です。これ
は月のお小遣いが当時の職人の1日分なので、銭
湯代と本1冊でなくなります。この様な住まいなの

卓

で台風や風が強い時は、すごく揺れて今にも倒れ
そうでした。

話

親方は働き者で腕もよく、皆に信用されていたの
で、近所のおじいさんが三ツ沢にある畑を100坪使

「小さな磁器をアートに変える私の悦び」」
岸 幸博 会員

用させてくれて、大工さんが家を壊す時に手伝いに
行き、4軒分の柱から建具、畳まで貰い、自分たち

タイル 職 人 の 岸 と
申します。 「 小さな磁

で釘を抜き、墨付けをし、基礎工事も行い、20坪の
平屋を建て、４日目に屋根や廻りをブルーシートで囲

器をア ートに 変える、
私の 悦び」 この 様な

い引っ越しました。古い建具に合わせ窓や玄関、襖
や障子、ドアそして畳、これは合わない新聞を挟ん

仕事をしたことがなく、
あるとすれば 大学校

て帰ってから、大工仕事、左官、トタン張りと終わる

の 新築工事で、 モ ザ

まで半年かかりました。

イクタイル（1.2センチ角）で世界地図を貼ったこと
があります。図面を見ながら番号の通りに貼ってい

仕事は町場や丁場もやっており、丁場は学校が
多く、トイレが２０か所以上と仕事量が多いので職

くのですが、親方と何回も確認しながら貼りました

人さんなど多くの人と行きます。しかし、町場の仕

が、紙を剥がしていくときはドキドキで「大丈夫かな」

事は、浴室、トレイ、玄関等軽自動車に乗って一人

と思いながら剥がし、親方と2人で喜んだのを思い

で行きます。当時は、東名、新幹線、新横浜駅、第３

出します。50年位前のことです。

京浜などができ、小机、菅田、網島などの農家は新

でました。季節は夏でした。この日から仕事を終え

少し前まではタイル職などはなく、左官職の人や

築ブームで、大きく豪華な家を競争で建てていまし

レンガ職の人がタイルを貼つており、もっと前、明治
の初め富岡製糸場を作った時は、レンガを積める

た。そこに小さく痩せた16歳の子どもがタイル屋で
すと。初めは大工さんや他の職人さんまでお茶の

人もいなく瓦職人が積んだと言われています。
これから「波乱万丈私の職人人生」に変えて話

時やお昼に覗きに来て、特に左官屋さんにはコテ
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の使い方など教えて頂き、中でも一番不安で心配

なった」と言っていましたが、今思えば心配だった

していたのは施主さんです。毎日電気をつけて遅く

のかも知れません。どこの現場に行ってもこんな調

まで現場にいました。（早く帰ると家での大工や左
官の仕事が待っていたので）そして、遅くまでいると

子でした。19歳で実家に戻り、そして町場の仕事が
ほとんどでした。今では見る事もない五右衛門風呂

家族皆で見に来てました。タイルを見るのも初めて、

やかまど、露天風呂風な石の浴室など、初めの頃

貼っているのも初めて見て珍しかったのでしょう。ま
た毎日見に来ているから、だんだんと出来上がり綺

は面白い浴室を造る家も時々ありました。最近造っ
たものでは、ピザ窯＋バーベキュー＋かまど、結構考

麗になっていく様子を見て「ああ、良くなった、良く

えてまあまあの出来でした。

スマイルボックス

番 桂柳

委員

本日 \20,000 累計 \578，０5０
梅田 秀雄 君
入会日を祝って頂きありがとうございます。今
年で30年になります。岸さん、本日の卓話楽しみ
にしておりました。
後藤 定毅 君
先日の夜間例会での激励会ありがとうござい
ました。4/9昼に出発し、4/17夜の帰りの為、地区
協議会を手伝うことが出来ません。お許しくださ
い。妻の誕生祝いありがとうございます。
髙橋 政勝 君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。
上田 利久 君、伊藤 英夫 君
岸君、楽しい卓話頑張って下さい。
横澤 創 君
妻の誕生日のお祝いありがとうございます。
相変わらず元気に飛び回っているようです。
古郡 清 君
岸さん、卓話を楽しみにしています。
阿萬 正巳 君
入会記念日のお祝いありがとうございます。
番 桂柳 君
先週の座間RCとの合同例会の際、誕生日を
祝って戴きまた素晴らしいお花を戴き、重ねて御
礼申します。戴いた花は我が家の食卓の上で輝
いてます。

佐々木 和夫 様（大和RC）
本日は、大和市内3クラブ合同事業の最終とし
て、大和RCがイニシアティブを取りました「大和市
民安全のつどい」のご案内に参りました。宜しく
お願い致します。
橋本 日吉 会長
岸会員、本日の卓話楽しみにしております。
橋本日吉 会長、辻彰彦 幹事、高橋清 副会長
大和RC佐々木会長、雨の中ようこそお出で頂
きました。5/1、3クラブ合同事業ロータリー認知度
向上のために共に頑張りましょう。
川名 惠美子 君
ファーストスマイルです。大和中RCに入会出来
ました事、感謝申し上げます。
岸 幸博 君
今日は、我慢して聞いてください。
藤田 方巳 君
岸さんの明るい卓話楽しみです。
阿萬 正巳 君
妻の誕生のお祝い、私の誕生日のお祝いを頂
きましてありがとうございます。
藤塚 勝明 君
嬉しくもない誕生日がまたやって来ました。72
歳となります。お気遣いに感謝。
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