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通算出席率 83%

会長

こんにちは。本日は社会福祉協議会より当ク
ラブ名誉会員でもあります石毛会長が、お見栄
になっております。日頃より八街市の福祉事業
にご尽力頂いております。後程、福祉の現況等
をお話頂きたいと思います。
さて、先だって白井にて会長幹事会が行われ
ました。当日は富里クラブからは、寒郡ガバ
ナー補佐エレクトと補佐幹事が来られました。
そして次々年度のガバナー補佐を５月迄に推薦
して下さいとのこと。しかも地区より大変厳し
い要求事項がきておりますので読み上げます、
と言うことでした。私も集約して説明出来ない
ので読み上げますので聞いて下さい。（20－21
年度ガバナー補佐の推薦についての配布参照）
以上の要求事項でしたが、10グループでの
会長幹事での議論の結果、今まで通り輪番制を
採用する。クラブの諸事情によるパスは認める。
立候補は認める。ということになりました。

山本 和男

ソ ン グ

奉仕の理想

お 客 様

八街市社会福祉協議会
会長 石毛 勝様

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日 ・平野雅敏会員
◇奥様誕生日 ・平野雅敏会員・木村利晴会員
◇結婚記念日 ・平野雅敏会員・荒木由光会員
・木村利晴会員（3月）
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そうしますと次は白井ですが、パスされまし
た。その次は印西になるのですが 印西がパ
スされますと、その次は八街クラブとなりま
す。従いまして時間がないのでガバナー補佐
候補を内定しておきたいのですが、福田会員
にお願いしてはと思いますが…。（拍手多数
あり）福田さんに内定。第10グループの為、
クラブの為にお骨折り頂きたいと思います。

【幹事報告】

【米山寄付表彰】

幹事 増田 繁
第1回米山功労者

【卓

話】

木村 利晴会員

八街市社会福祉協議会
会長 石毛 勝様

◎インターアクト指導者講習会のご案内
日時：2019年5月15日（水）10:30～
場所：聖徳大学附属女子高等学校
◎富里RC創立35周年記念式典開催について
日時：2019年5月18日（土)18時点鐘
場所：ラディソンホテル成田
＊会長幹事のみ招待

「市社会福祉協議会 法人化40周年にあたり」
八街市社会福祉協議会会長石毛でございます。

◎八街市戦没者追悼式式典のご案内
日時：2019年5月27日（月）
場所：八街市中央公民館（大会議室）

本日は定例会の貴重なお時間をいただき、私ど

◎黎明高校より観桜会礼状をいただきました

だきます。

も市社協の事業計画についてお話をさせていた

平成も残すところ2週間となり、令和に移って
八街RC 5月 例会スケジュール

いきますが、私ども市社協にとりましても昭和

5月 1日（水）

休 会

5月 8日（水）

理事会・通常例会

あり、本年度の事業には法人化40周年記念の冠

5月 11日（土）

親睦旅行（八観車庫8時出発）

をつけて事業展開して参ります。

5月 15日（水）

振替休会

お手元に配らせていただいた事業計画書の中

5月 22日（水）

通常例会

で新規事業や目玉事業につきましてお話させて

5月 29日（水）

休 会

いただきます。

54年に法人化され、ちょうど40年を迎える年で
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さて、八街市の現状としましては少子高齢
化、人口減少、経済的困窮などの問題を抱え、
今後の地域福祉の推進に向け、地域共生社会
の実現に向け、本会においては、第2次地域福
祉活動計画（ひまわりふれあいプラン）を策
定します。市社協は、市民、行政、市内9地区
の社協、民生委員、児童委員協議会、社会福
祉法人などの関係諸団体と密接な連携を図り

ビールを飲みピッザを食べていました。鈴木

「誰もがくらしやすく、自らが行動し、関わ

さんはびっくりしたことでしょう。３１日は

りを持ち、地域が豊かで災害にも負けないま

日曜日でしたので、翌４月１日に成田日赤病

ちづくり」を目指します。

院に行きペースメーカー移植手術を受け９日
に無事帰還してきました。

以下 本会重点事業について資料に沿って

体に異常を感じ初めたのは、昨年２月、ゴ

お話して頂きました。

ルフ中に立ちくらみを感じた事があり、かか

１.地域福祉推進体制の確立

り付けの鈴木クリニックで診察してもらい、

２.組織のガバナンス強化と財源確保

心電図ほかの検査結果「異常は見当たりませ

３.相談援助活動及び情報提供活動の充実

ん。」という事でした。気になるので自宅の

４.福祉教育の推進とボランティア活動の振興

血圧計で脈拍を朝晩調べていたら、通常１分

５.在宅福祉サービス事業の推進

間に８０回前後のところ４０回と半分の時が

６.災害、防災関係事業の推進

ありましたが、ゴルフその他苦しいとかの事

７.成年後見制度事業の推進

はありません。気になるので日赤病院で、ホ
ルダー型心臓モニター等、２日間検査を受け

【会員卓話】

ましたが異常は見当たらない。看護師に「脈

槍木 勝典会員

拍が半分になって死なないのかね?」と聞きま

心臓病との１年間の闘病

すと、「体は良くしたもので足りないところ

があれば他の器官が補うようになっています。

三途の川が見え隠れするあたりまで行きまし
たが、命拾いをして、引き返してきました。

様子を見ましょう。」と言われました。

当クラブのクリスマス移動例会が行われた、有

昨年４月１８日、台湾観光旅行の最終日、観

野実苑での事ですが、３月３１日午後６時３６

光スポット仇份古道を散策中に、突然目の前

分、うまいビールを一杯飲みほして２杯目を飲

がモザイク模様になり次の瞬間暗闇になり失

み始めて間もなくに意識を失い、椅子からダウ

神して倒れてしまいました。気がつけば何事

ン、次の瞬間、昔馴染みの有野実苑のオーナー

もなく帰宅することができした。

社長の鈴木信夫さんが抱き起こしてくれました。

気がつけば何事もなかったように、残りの
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不整脈にはペースメーカーが有効だと知り

ましたので、日赤病院に駆け込み事情を

話して、手術をお願いし、始めました。両足の

張っただけで抜糸まで傷口の処置手当は一切な

付け根からカテーテルを入れて心臓の電気信号

し。

の様子を調べた結果、ペースメーカーの必要は
見当たらない、ペースメーカーの手術をしたら

手術のリスク、

法に触れる、とのことで手術は取りやめ。

・針が肺に当たり空気が漏れて気胸になる

後日、心臓の働きを常時観察できると云う埋め

・針で血管を破り出血して血胸になる

込み型の心臓モニターの埋め込み手術をうける。 ・リード線が心臓を損傷して心膜孔
２か月ごとに観察結果を取り出しての心電図を

（同意書にサイン）

精査した結果、３回８ヶ月間異常なし。

手術例

今年３月１９日モニターの検査結果、３月１

・全国で年間６万例

日赤で５０～６０例

３日１時に１０秒間脈拍がありません。でも、
１３日は八街神社での移動例会の最中、体に異

術後の注意

常はありませんでした。ペースメーカーした方

・腕立て伏せ

が良いのではないかと先生。ペースメーカーの

・携帯電話は反対側の耳で、電磁波の出るも

リコールが新聞に出ていた。等のやり取りの後、
では様子を見ましょう、になる。

柔道

ラグビー

ＮＧ

のは２２cm離れる
・車のエンジンが回転中はボンネットの中を

そして、３１年３月３１日に２度目の失神、

覗かない

翌４月１日成田日赤病院にて埋め込み式心臓モ

・身体障害者に認定されるので駐車場優先

ニターに６秒間の心拍停止が記録。よって房室

（ペースメーカーで健常者？）

ブロック２と判定され、即日ペースメーカー埋
め込み手術になる。ペースメーカー本体は５×

術後２週間経過した今では快適に生活を楽し

７×０.５ｃｍ、チタンの容器、デバイス(コン

んでいます。今後は安心して、ドライブ、ゴル

ピューターの周辺機器)内臓20ｇ、と２本の

フを楽しむ事が出来ます。

リード線で構成。
心臓血管外科執刀医他6名、局部麻酔、利き
腕の反対側の鎖骨下に5ｃｍ切り開き皮下脂肪
部にポケットを作り本体を埋め込む 。2本の
リード線を、腕から心臓に向かう静脈に差し込
み、先端を心房、心室に留置する。手術が終わ
るころには笑いながら切り口を縫い合わせてい
たので成功を確信する。傷口は透明のテープを

広報・公共イメージ向上委員会 ・高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・鈴木 慶夫
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