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2021 年 10 月 21 日 第 2929 回例会報告
オープン例会／桜の間
点
鐘
ロータリーソング 「それでこそロータリー」
来

賓
⚫

⚫

ゲスト
新浪博士氏（ゲストスピーカー）
瀧澤一郎氏
（東分区ガバナー補佐／東京葛飾中央）
齊藤徳行氏
（東分区幹事／東京葛飾中央）
オープン例会招待者（abc順）
江川英明氏
後藤昭仁氏
細井浩孝氏
樋口圭介氏
川村恵三氏
成田義孝氏
小倉哲也氏
鈴島健司氏
高橋永晃氏
横井宏泰氏
ビジター
なし

Rotary Rate 112 円

セ レ モ ニ ー
⚫
⚫

米山特別寄付
…岩崎和浩君
ロータリー財団ポリオ撲滅
…畠山信弘君
会 長 報 告
⚫

本日は私ども東京江北ロータリークラブ
オープン例会に 10 名のビジターの皆様に
ご出席頂いております。お忙しい中、ご出
席頂きまして誠にありがとうございます。
会員一同皆様を心より歓迎申し上げます。
私どものクラブでは毎週木曜日のこの時
間に会員の皆さんが集まり、例会を開いて
情報交換や親睦を深めながら楽しく有意
義な時間を過ごしております。ビジターの
皆様には私どもの雰囲気を楽しんで頂き、
是非近い将来お仲間の一人として当クラ
ブの例会にご出席頂けますことを楽しみ
に致しております。本日はどうぞごゆっく
りお過ごしください。
幹 事 報 告
⚫

10 月 24 日(日)ポリオデー

10 月 18 日～

24 日まで、電車の中刷りとして根絶の内容
の赤いチラシを飾るトレインジャックプロ
ジェクトを開催する。

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU

⚫

今月は米山月間です。是非、ご寄付のご協力
をお願いします。

⚫ この例会後、全員での記念撮影を行います。
委 員 会 報 告
⚫

⚫

⚫

地区懇親ゴルフ実行委員会…11 月 19 日の
地区懇親ゴルフ決勝大会について出欠の
ご案内を出しています。お手伝いお願いし
ます。今月中にお返事願います。当日はエ
ンブレムをつけてご参加下さい
海老沼会員…来週前年度のＩＭのビデオ
鑑賞会があります。自分が前年度のガバナ
ー補佐の時の IM ビデオになりますので、
頭を一年さかのぼって思い出してくださ
い。1 時間の映像ですが、最後までご覧く
ださい。
伊藤会員…先日は亡き母に対してのお悔
やみの言葉、お香典を頂戴しまして、誠に
ありがとうございました。家族を代表して
御礼申し上げます。

出 席 報 告 会員44名中38名 出席率86％
Remote1名含
前々回の出席率 97.73％

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

渡邉会長 影山幹事…本日のオープン例会、新
浪先生、ご講話にお越し頂き誠に有難うござい
ます。また 10 名のゲストの皆様、会員一同、
心より歓迎申し上げます。
瀧澤一郎氏 齊藤徳行氏…オープン例会おめ
でとうございます。あらたな人達との出会いを
お慶び申し上げます。
田中君 福本君 原田君…オープン例会にお
いでいただき有難うございます。新しい仲間と
なれることを願っております。
海老沼君…みなさま、ようこそ、ロータリーを
お楽しみ下さい。
芝君 平岩君…川村君、本日は忙しいのに良く
来たね。やっと決断してくれて有難いよ。ロー
タリーで多くのよき友と知り合って幅を広げ

本日の卓話

2020-21 年度ＩＭビデオ鑑賞
2020-21 年度 ガバナー補佐（東分区ＩＭ担当）
海老沼孝二君

⚫

⚫

⚫

⚫

て、更に大きな人間になって下さい。川村万
歳！
張替君 中山君…ご来賓の皆様、本日はようこ
そお越しいただきました。短い時間ですがお楽
しみ下さいませ。
土屋君…オープン例会招待者 10 名の皆さん、
本日はようこそ江北ロータリークラブにお越
し下さいました。ひと時ですが、是非お楽しみ
ください。
芦川君…東京商工会議所足立支部青年部の皆
様、足立法人会青年部の皆様、本日はようこそ
おいで下さいました。一日宜しくお願いしま
す。
中山応援団（渡邉君 影山君 人見君 岩崎君
高橋(秀)君 芦川君）…中山副幹事、段々顔が
引き締まってきましたね。髭、身体の脱毛に余
念がないようですが、一年間しっかり副幹事職
お勤め下さい。応援しています。
合計 21,000 円 累計 628,000 円

ガバナー補佐・分区幹事 来会
瀧澤ガバナー補佐ご挨拶
葛飾中央ロータリークラブの瀧澤です。
本日は初めての方の 10 名のご出席、大変喜ばしく
思っております。2580 地区は沖縄を含め、70 クラ
ブ全部で 2000 人くらいがいる地区であります。統
括している今年の若林ガバナーの元 13 人の補佐
役の一人として葛飾の 3 クラブと足立の 2 クラブ
を担当しています。私も入会して 19 年になります
が、交流が増え、良い方が多く活動していても楽
しく、ロータリーに入ってよかったと思う。出会
いを大切に楽しんでいって下さい。
斎藤分区幹事ご挨拶
瀧澤ガバナー補佐の分区幹事役の齊藤です。
本日も出会いを感じました。自分も入会の切っ掛
けが青年会議所からです。このような出会いはに
よって、今までやっていた会から一歩を踏み出す
ことで、新しい出会いが生まれる。それが人との
つながりや、社会への貢献につながると感じまし
た。素晴らしい例会にお招きいただきありがとう
いございました。

次週卓話予定 11/4

夜間例会に変更
新旧役員・地区派遣委員歓送迎会
並びに新入会員歓迎会

2021－22 年度 オープン例会

10 月 21 日（木）上野精養軒 桜の間に於いて、東
京江北ロータリークラブ オープン例会を開催し
ました。当日は「東京女子医科大学病院 副院長
心臓血管外科主任教授 新浪博士氏」に特別卓話
の講演をお願いしました。
当クラブのオープン例会は、29 名にご招待状をお
送りし 10 名が参加。瀧澤ガバナー補佐、齊藤分区
幹事も駆けつけてくださいました。
江北の新しい仲間が増え、一緒にロータリー活動
が出来ることを願っています。
会員増強委員長 守屋裕之

オープン例会招待者様は左から、成田義孝氏、高
橋永晃氏、江川英明氏、後藤昭仁氏、鈴島健司氏、
小倉哲也氏、川村恵三氏、横井宏泰氏、細井浩孝
氏、樋口圭介氏の 10 名です。オープン例会を記念
して招待者の皆様にはロータリーのボールペン、
上野精養軒自慢の鴨場プリンを会員増強委員会予
算から拠出し、お渡ししました。

オープン例会とは・・・
通常の例会はロータリアンだけで行っています。
それに対して会員候補者（非会員）の方がメンバ
ーの方と一緒に参加いただくことが出来る例会を
「オープン例会」と呼んでいます。
2021-22 年度は 10 月第 4 週「オープン例会 ウィ
ーク」とし、賛同クラブが一斉に実施することで
効果がアップすることを目指します。
欠けているパズルのピースを受けるのは新会員。
新しい風を吹き込むのはあなたです。
第 2580 地区 若林ガバナーコメントより抜粋

卓

話

10 月 21 日オープン例会の卓話は、東京女子医科
大学病院 副院長 心臓血管外科主任教授 新浪
博士氏より「わたしが医師を目指した理由」とい
う演題でお話しをいただきました。
渡邉会長とは息子同士が友達で、10 年来のお付き
合い。講話の機会はあるが、いつもは医者の前で
専門分野の話しをする事がほとんどなので、今日
は楽しみにしている。
横浜出身で群馬大学卒業、研修医で女子医大に行
き、アメリカ、オーストラリアを経て東京女子医
大第 2 病院に勤務。この病院は 1 月に足立区に移
転するので是非ご利用下さい。順天堂病院の 3 年
間の準教授を経て、埼玉医科大学教授から東京女
子医大に戻り、現在に至る。
学生に何故医者を目指すのか？アンケートを取
ると、「人を救う仕事」、「収入面が良い」との
回答。実は開業医は良いが、残念ながら勤務医は
それほど良くないのが現状。8 年前に「情熱大陸」
に出演。その中でもなぜ医者になったか問われた。
「白い巨塔」を見てカッコいいと思ったのが理由。
モチベーションは何でも良い、なろうと思ってそ
れを貫くのが大事である。また、キャリアプラン、
自分で自分の生活設計をする事も大事で、自分は
教授を目指すためのステップを考え、それを実現
できた。脳外科と心臓外科の選択を検討した時、
未知の臓器の脳にメスを入れるより、単純なポン
プを担う心臓に興味を持ち役割の心臓外科を選択
した。当時、心臓移植が脚光を浴びており、カッ
コいいと思った。最初の心臓移植は南アフリカの
クリスチャンバーナード、日本でも遅れは取って
おらず、札幌医大の和田先生が行った。ところが、
1 例目に死亡例が起きてしまい、1968 年から 1999
年の 2 例目まで、心臓移植は封印されてしまった。

現在でも心臓移植の症例は 10 の施設で、年間 50
～60 件と少ない。
1954 年から開心術、血管ではなく、本当に心臓を
開いて手術する事を行った東京女子医大が心臓外
科で有名となる。また当時、国民皆保険でなかっ
た為、莫大な手術費がかかった。それでは貧困層
の方は心臓の手術が受けられないと、同大の榊原
先生が「明美ちゃん基金」を立ち上げた。現在、
国民皆保険になり基金の必要がなくなったが、そ
の活動は続けられており、今ではミャンマーなど
で人を救う事に使われている。
キャリアプランに戻るが、現在以降は成り行き
任せのところもある。偶然も大事だと考えている。
少し前より海外支援も行っており、東南アジアで
の支援活動をしている。そこで偶然「明美ちゃん
基金」のお話を聞き、手伝ってくださいとの依頼
もあり、ミャンマーの支援も行い始めた。
また、当時兄がローソンの社長をしており、ミ
ャンマーにローソンの出店を計画。その計画を大
和証券の鈴木会長が聞きつけ、ミャンマー駐在を
していた方を紹介してくれた。この人物が偶然に
も自分の小学校の親友だった。40 年ぶりにあった
彼から、ミャンマーの医療事情が悪いことを聞き、
ミャンマーに行くことになる。
そこで、自分の得意としている、オフポンプの手
術を教えようと決意。現地の病院の劣悪な環境を
目の当たりにしたが、8 年前から従事し、年間 30
例くらいから 100 例くらいまで伸ばす事ができ
た。
現在はジャイカのオフィシャルアドバイザーとな
り、病院を建て始めたが、クーデターにより頓挫。
土台までの工事で終わってしまっている。
そこで、メディカル・ニューウェーブ（新浪）と
いう名前の法人を立ち上げ、ミャンマーを支援し
ている。
医者の仕事の魅力は様々あるが、困っている人
を救う喜びを感じるし、海外の方の支援も喜びを
感じる。
来年還暦になり人生の終焉にむかってくると、人
の為にならないといけないと感じる。
アインシュタインの言葉に「誰かのために生きて
こそ人生に価値がある」、その通りだと思い、そ
のために余生を過ごしていこうと考えている。

