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平成２7 年７月 16 日 第２０１5 回例会
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財団奨学生

寺戸 佑希 さん
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熱中症
熱中症はなぜなるのか
人間の脳中枢にある視床下
部で体温の調節をしている
そうです。体が熱くなると
脳が冷やせと命令して汗を
だすことで体温が３６度～
３７度になるよう人間の脳中枢にある視床下部で体温の調節
をして、保たれているそうです。体温が上がっても汗を出し
て冷やせるときはまだ問題ないそうです。熱中症には４つの
タイプがあるそうで症状が軽い順番に熱失神・熱けいれん・
熱疲労・熱射病となりこの４つをまとめて熱中症というそう
です。①熱失神 暑さで皮膚の血管が広がり血管を流れる血
液の量が減り血圧のの低下により脳に送られる血液の量も減
り熱失神の原因になります。 ②熱けいれん あせを大量に
出したとき水分だけを補給した場合におきるそうです。汗と
して排出されるのは水分だけではなく塩分も排出されている
ので水分だけを捕って、塩分を捕らないと塩分濃度が低下し
電解質のバランスが崩れ痙攣(けいれん）が起こります。③熱
疲労 大量の汗をかくことで水分、塩分ともに足りなくなっ
て重度の脱水症状を起こす。暑いために、血管が広がり脱水
によって血流が減り低血圧になる。ただ体温調整はまだ働い
ており、発汗はある。④熱射病 熱疲労がさらに悪化した状
態、脱水症状が悪化し、体温調整機能が働かなくなり発汗も
なくなる、この為に体温は上がり続け４０度を超える場合が
あります。体温が４０度でけいれんが起こり、４２度を超え
ると細胞が破壊されます。中枢神経や心臓、肝臓、腎臓など
の臓器に致命的な障害が起こり死亡に至るケースもあります。
これから数か月,暑さ対策に気を付けて夏を乗り切りましょ
う。

【幹事報告】
遠山幹事
財団奨学生の寺戸さんよう
こそ。経過報告発表、宜し
くお願いします。
それでは、幹事報告いたし
ます。
昨日、第八グループのガバ
ナー補佐、補佐幹事、会長
、幹事の皆さんで越谷市長を表敬訪問し、1 時間程、対談
し、写真撮影を致しました。各クラブの会長、幹事が行事、
奉仕活動をお知らせし、質問の時間もありました。当クラ
ブでは、国際理解図画展に変わる介護車椅子贈呈式に市長
のご出席のお願いをして参りました。また、来年 5 月末の
ゴミゼロ運動は国際大会の為、一週間、前倒しのお願いを
して参りました。あっという間の一時間で、意外にも市長
のフランクで気さくな感じが良かったです。数年後、清田
さんに市長室でお会いしたいと期待しております。明後日、
7 月 18 日（土）財団部門セミナー開催
出席者 中島会長、瀬尾会長エレクト、石川委員長、池田
部門委員長
7 月 19 日（日）米山記念奨学部門セミナー開催
出席者 中島会長、石野副委員長、吉田カウンセラー、奨
学生 正華
7 月 19 日（日）青少年留学受入会議 開催
出席者岡田委員長、池田委員、浅水ホストファミリー、仁
多見ホストファミリー
8 月 16 日（日）浦和大学にてインターアクト年次大会 開
催
青少年奉仕委員会に付託
越谷南ロータリーカップ開催 8 月 25 日（火）
、28 日（金）
に変更 間違いの無いよう、再度、ご報告いたします。
8 月 1 日（土）越谷北クラブうより越谷ジュニア甲子園野
球大会のご案内
【委員会報告】
委員会報告】
クラブ研修リーダー
深井会員
青少年交換、インターアクト、ローターアクト、ライラ、
ロータリー地域社会共同隊の用語について資料を配布し
ましたのでご確認をお願いします。

【会員増強維持部門セミナー】
会員増強維持部門セミナー】
平成 26 年 6 月 26 日 14：00～
川口駅前市民ホール
フレンディアにて

加藤会員

会員増強は、歴代ＲＩ会長
が協調しているテーマであ
り、ロータリーの活動にと
って最も重要なテーマの一
つです。増強することでクラブに新しい考え方がもたらされ
ます。クラブに多様性をもたらすことも出来ます。クラブが
活性化されクラブに活力が生まれます。
・新会員を募りましょう
・新会員に教えましょう
・退会防止
濱野英美パストガバナーよりの講評
ロータリーに勧誘するのに相応しい方
・そこそこ評判の良い人
・そこそこお金のある方
・そこそこ奉仕活動をしようという方
・若い方、女性
ロータリーに勧誘するのに相応しくない方
・業界で評判の悪い人は絶対に駄目です。
・お金に困っている人は駄目です。
・奉仕をしようという気持ちの無い人は駄目です。
ロータリーの奉仕の理想
思いやりの無い方はロータリアンにはなれない。ロータリー
クラブの原点は他社に対する思いやりです。
（ｂｙ 田中徳兵
衛）
研修リーダーはそのクラブのキーマンです。
そこそこ良質なリーダー ⇒ 新しい会員が早くクラブに馴
染むように配慮を！
財団奨学生 寺戸佑希 さん
新国立競技場について
私の進学先である Archite
ctural Association School of
Architecture(以下 AA スクー
ル)の卒業生であるザハ•ハデ
ィド氏の案が新国立競技場の
設計案として選出されました。のちに設計計画は白紙に戻る
ことになりましたが、建築学生としては保守的である日本の
建築業界に大きな影響を与え、新たな風を送り込むきっかけ
となるような新国立競技場となることに大きな期待をいだき
ました。今後の建築学生の傾向も、今まで海外にしか存在し
ていなかった設計技術を目の当たりにすることで日本でも新
しい建築の可能性を追い求める学生が多く生まれてくるので
はないかと将来の日本の建築を左右する案だったと感じまし
た。
AA スクールについて

AA スクールとは 100 年近くの長い歴史を持つ学校で、学生
と講師は世界から集まり、90%以上がイギリス人以外という
特徴を持つ学校です。世界の建築トップスクールの一つに数
えられます。1 学年は 100 人程度なのですが最新の機材が揃
っているため学費が高いのが難点です。初めて 3D 技術等を
使って設計をすることを始めたのがこの学校で、校風として
は世界の先駆けとなる新たな建築を探求するというイメージ
です。
5 月に面接が終わり、無事に合格して先月末にイギリスより
帰国しました。現在は学生ビザの申請準備中です。奨学生と
して選んでいただき、ありがとうございました。ロータリー
の奨学金に合格することが無ければ、今のように道は開けて
いなかったと思います。皆さん、今後ともよろしくお願い致
します。

【スマイル報告】
台風の中出席ありがとうございます。
・・・中島会長
寺戸さん経過報告ありがとうございます。
・・・中島会長、
遠山幹事、瀬尾エレクト、吉田会員、深井会員、神谷会員、
石田会員、池田会員、岩淵会員、奥野会員、石塚会員、岡田
会員、中野会員、石野会員、大谷会員、木村会員、中村（直）
会員、飯泉会員、木佐会員
増強セミナー報告お疲れ様でした。
・・・仁多見会員、石川会
員
増強セミナーに基づきましたクラブフォーラムありがとうご
ざいました。
・・・加藤会員
お客様ようこそ、8/21、22、23 の 3 日間、第 31 回南越
谷阿波おどり頑張ります。ご支援をお願いします。
・・・中内
会員
出席率計算方法が変わりました。
・・・田中（誠）会員
本日早退します。
・・・染谷会員、中村（幸）会員
スマイル合計 27 件 27,000 円
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————— クラブプロフィール —————
【姉 妹 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 3460 地区

台中南区扶輪社（中華民国台中市）
【例
会
日】 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
【例会場・事務局】 〒343-0842
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
TEL 048－987-5761
FAX 048－987-5762
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp
【市長表敬訪問】
市長表敬訪問】７月 15 日 第８グループ中島美三郎ガバ
ナー補佐、豊田補佐幹事、第８グループ会長、幹事１０名で
表敬訪問致しました。

【事務局研修】
事務局研修】7 月１０日ラフレさいたまに於いて浅水尚伸
ガバナーエレクトと染谷地区副幹事とご一緒にさせて頂きま
した。
・国際ロータリーのホームページ「My Rotary」アカウン
ト登録
・
〃
「ロータリークラブ・セン
トラル」入力
・地区ホームページ「会員の広場」登録

