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2014年 7月22日（火）第1213回
■司
会 親睦委員会 藤野益夫委員長
■開会点鐘 会長 渡邉良勝
■ロータリーソング「日も星も風も」
今月の歌「夏は来ぬ」
ソングリーダー本田 誠会員
■親睦委員会 ニコニコ報告 星野幸夫副委員長
ニコニコメッセージ後記
■出席報告 出席委員会 安西 清委員長
報告内容（後記）
■会長報告 会長 渡邉良勝
●例会前に理事会を開催しました。
1.飛火野RCとして、ロータリーデーを何するかを協議。イベントとして
「夢ふうせんバーベキュー」に決定、保護者・関係者も来場されるし、
日野ケーブルテレビに取材してもらえれば市民への広報にもなる。
2.会員増強に委員会任せにせず全員で取り組む。財政も含めクラ
ブの将来が掛かっている。
3.合同例会について、八王子東RC、日野RCとの日程・会費等を協
議、詳細は幹事報告で。
■幹事報告 幹事 朝倉邦雄
1.理事会報告
a.合同例会について、8月19日の八王子東RCとの合同例会は八王
子ホテルニューグランド。18；00点鐘。会費3,000円、9月10日の
日野RCとの合同例会は葵会館。タイムスケジュールは決まり次第
ご案内します。会費3,000円
b.8月26日ガバナー補佐来訪事の例会のテーマは「水野ガバナー
年度を迎えるにあたり」とする。協議の内容は8月第1回理事会で
決める。
2.ソロプチミスト日野から会長交替の挨拶状が届いてます。
3.志野会員が青森モ−二ングRCを訪問、バナーを頂いて参りました。
■ご挨拶 東京日野RC 成田恭隆会長 松浦信平幹事
新年度の御挨拶に上がりました。本年も一層親睦
を深めて活動して参りましょう。どうぞよろしくお
願いします。
■卓話講師紹介 司会 藤野益夫
谷会員が日野市市議会のガン議連の幹事をされてい
ることから本日「がんと生活を考える会ひの」の谷口さん、伊佐さ
ん、阿部さんを御紹介頂き、本日お見え頂きました。谷口様、自己
紹介とお二方の紹介をお願いします。
■卓話「ガンサバイバーの講話」
がんと生活を考える会ひの事務局長 谷口正弘 様
がんチャリティWarkひの2014実行委員会
副実行委員長 伊佐美佐 副実行委員長
阿部琴栄様
昨年まで行ってきた「リレーフォーライフジャパン日
野」は、2日間に渡り様々な活動をし、決算剰余金を日
本対がん協会に寄付してきました。昨年までの活動を基に、今年
から1年1回のイベントだけでなく、年間を通し、日野市が推進する
「がん対策」の持続可能な活動を行うために、市民の立場で推進
できる組織を作りたいと考え、先般「がんと生活を考える会ひの」
を設立しました。イベントも、日野独自で「がんチャリティWarkひ
の2014」として新たに出発することになりました。私は事務局長

通常例会

於：高幡不動尊

の谷口です。今日は実行委員会副実行委員長でがんサバイーの伊
佐さん、阿部さんと「がんと生 活を考える会ひの」「がんチャリ
ティWarkひの2014」へのご支援とご協力を頂きたくお伺いしま
した。まず始めに、がんチャリティWarkひの2014副実行委員長
伊佐が、次に阿部から自身のがんと発症・手術、今日に至るまでの
生活に加えて、イベントへの御支援ご協力をお願いします。
●伊佐美佐様
私は10年前にガンになりました。心臓の上という特殊な部位にが
んが見つかりました。当時は特別な症状があったわけではなく風
邪を引きやすい程度でした。ある時40℃の熱が出て病院に行き、
胸のレントゲン・CTを撮ったら3㎝の腫瘍が見つかりました。良性
で心配ないといわれました。しかし、3ヶ月経ち検査したところ当
初の3㎝が5㎝になりその3ヶ月後には8㎝になりました。１年後に
は15㎝になると不安を感じ他の病院で再検査したところすぐに手
術が必要といわれましたが、術前に血液検査をし症状をみました
が、すぐには手術できず、がんが通常戻ったら手術をしようと抗が
ん剤を服用して様子を見たところ戻ったので手術をしました。術後
医者から50％の確率で再発するといわれました。しかし、気力を
強く持ち治療に専念したところ体調もだんだん良くなりました。が
んは知識があるなしで先生の対応の仕方も異なります。自分でも
しっかり対応せねばりません。今、2人に1人ががんになるといわれ
ます。がんになると死ではなく治る時代です。なった時に情報を得
ることが大切で相談できるるところがあれば良いと思います。私は
「リレーフォーライジャパン2013日野」に出会って情報交換ができ
話し合いの中でより知ることができました。秋のイベントが「きっ
かけ」になればいいと思います。今年もよろしくお願いします。
●阿部琴栄様
私は3年前に乳癌の手術をしました。胸にしこりがあったので病
院に行ったところ、乳線炎といわれ様子をみていました。当時、父
ががんになり看病の末亡くなりました。その間2年程検査しなかっ
たので大きくなっている気がしました。妹に相談したら病院に行く
ほうが良いといわれ検査したところ乳癌と診断されました。驚き
はなく受け止められなかった。でもすぐ手術しようと思いました。
手術に備え抗癌剤を服用、通院していましたが、ある時その病院
の方から、「この 病 院だけでなく他で 診てもらうのもいいので
は。」といわれ、紹介状で府中病院で診てもらったところ相当進行
していることが判りました。1週間後に手術、抗癌剤を半年間服用
しました。リンパに転移していることが判りました。
（最初の病院
では判らなかった。）治療が進むと髪が抜け、爪が死に足の爪は
抜けました。味覚がなく半年過ごしました。手術より副作用が大
変です。がんと闘うため会社を辞めねばと思いましたが、会社から
はしっかり治してといわれました。私は会社に恵まれました。母子
家庭等ではがん治療もできない事もあります。今、困っている方が
安心して治療ができない、相談できない。という状況も多く相談
できる場があればいいなと思いますし周りの人にも考えてもらえ
ればと思います。この機会に会に参加して考えていただくように
お願いします。ぜひ、がんに対し取り組んで下さい。一歩でも２歩
でも進んでいけたらと思います。まだ会員も少ないしぜひ会員に
なって下さい。皆さんと共に歩んでゆきたいと思ってます。
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たらと思います。まだ会員も少ないしぜひ会員になって下さい。皆
さんと共に歩んでゆきたいと思ってます。
●谷口正弘様
イベントは9月28日です。今年日野は独自に、市民の皆さんが参加
しやすく、一人でも多くの方が参加されるように日野中央公園で1
日だけ行います。参加費は500円です。チームでも個人でも参加は
自由で、横断幕もタスキも自由です。「ガンを知ろう」と啓発・販売
ブースも設けます。出店はフランクフルト・コロッケ・唐揚等、キッ
ズコーナー、レディスコーナーも設けます。テントは20から25張用
意します。雨天の対応ですが26日に予報を見て決めます。講演会
は市役所内で開催します。前日28日に「追悼のつどい」を開催しま
す。どの会場にどのくらいの方が来てくるか事前に判ればとチラシ
にチェックしてFAXでいただければと考えています。主旨をご理解
頂きたいと思います。がんとの関係を考えるきっかけになればと思
います。その時にどう考え対応するかをイベントを見ていただけた
らと思います。いま元気だから関係ないといってるのではなく、早
期発見・早期治療のためにもイベントに参加して下さい。
■謝辞謝礼
会長 渡邉良勝
■閉会点鐘
会長 渡邉良勝

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1213回 28
第1211回

28

本日45,000円

累計165,000円

本年度目標額1,200,000円 達成率13.8％
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※今週のメークアップ 黒川さん
※先々週の後メークアップ なし

ニコニコメッセージ
東京日野RC会長成田恭隆様・・新年度のご挨拶に伺いました。本
年度もよろしくお願い致します。
東京日野RC幹事松浦信平様・・日野RCの今年度幹事です。すばら
しい年度となりますようお祈りします。いろいろとよろしくお願い

申し上げます。
渡邉良勝さん・・日野ロータリークラブ成田会長・松浦幹事様よう
こそお出で下さいました。今年一年宜しくお願い致します。
朝倉邦雄さん・・日野ロータリークラブ成田会長・松浦幹事、ようこ
そいらっしゃいました。卓話講師の皆様、宜しくお願いいたします。
水野 功さん・・先日、広尾RCの移動例会に出席致しました。オー
ストラリアの留学生１０名を迎えて楽しいひと時でした。坂本ガバ
ナーのドイツ語での挨拶が素晴らしかったです。
小島 明さん・・日野RC成田会長・松浦幹事ようこそいらっしゃい
ました。今年一年宜しくお願い致します。
平吹正義さん・・日野クラブ成田会長・松浦 幹事ようこそいらっ
しゃいました。本年１年よろしくお願いします。
小髙俊明さん・・卓話講師の皆様、本日はようこそお越し下さいま
した。どうぞよろしくお願いいたします。
本田 誠さん・・土曜日は親子海釣り教室１０６名の指導員、昨日
はキャスティング教室２４０名のお手伝いで日焼けしました。
河野和正さん・・本日（7/22）先ほど梅雨明けが発表されました。
これから暑い夏が来るので体に充分注意されたい。ヒノニュース
（ケーブルテレビ）で宝泉寺の御施餓鬼が２１日の１８時に放送さ
れましたので見て下さい。土曜、日曜に再放送されます。
梅田俊幸さん・・梅雨が明けましたネ。暑中お見舞い申し上げます。
平 良信さん・・ここのところ、芝刈り（ゴルフ）ではなく、草刈り
を運動がわりにやっています。体型をしぼるにはもってこいです。
希望者があれば道具を貸しますよ。
志野与志野さん・・７月は初日からメイクばかりでご無沙汰を致しまし
た。青森、広島と東に西に忙しい割にはムダな働きが多いようで・・・
安西 清さん・・散歩開始６６９日。今朝７００万歩達成。近々に５
００㎞になります。
藤野益夫さん・・いよいよ梅雨明けとか・・・暑くなります。これか
ら夏本番です。成田会長・松浦幹事ようこそ！！がんと生活を考え
る会ひのの谷口様、伊佐様、阿部様ようこそ。秋のイベント成功し
ますように！！
星野幸夫さん・・家内の誕生日のお祝いをありがとうございまし
た。今日が誕生日です。

2014年 7月29日（火）第1214回
■司
会 ロータリー財団委員会 田中和義委員
■開会点鐘 会長 渡邉良勝
■会長報告 会長 渡邉良勝
1.7/23ガバナー事務所で第1回ガバナー補佐研修
開催.飛火野RC主催の水野ガバナーエレクト壮行会
が2015年1月13日予定していますので出席頂きたく
予定に入れてくださいと要請頂きました。
2.坂本ガバナーより各クラブ5％以上の新会員増強依頼あり、基盤
強化の為でありクラブのためであることを認識されたい。新会員
紹介者に「会員増強賞スポンサーピン」を贈呈
■幹事報告 幹事 朝倉邦雄
1.7/27よさこい祭り開会式に会長代理で参加しました。
■閉会点鐘
会長 渡邉良勝
■懇親会
田中会員の司会挨拶で始まった懇親会は8月の合同例会、梅雨明
けを待つかのように沖縄から東北まで猛暑日が続きサマーモード
に突入した列島、南洋場所といわれる大相撲名古屋場所での熱
戦、オールスター明けのプロ野球、ウクライナで旅客機撃墜事故、
イスラエルのガザ地区への空爆・地上侵攻、岡山の小学生誘拐、等
の話題で話が弾み定刻まで親睦を深めました。

夜間例会

於：浜寿司本店

●トピックス
1. 地震 雷 火事 おやじ と言われますが、このおやじは（父
親）ではなく、台風を意味する「大山風（おおやまじ」が変化したと
いわれます。
2.7月24日は二十四節気の「大暑」でした。暑さのピークはどこで
も8月上旬、大暑から次の二十四節気の立秋までの間が名実ともに
夏の絶頂期、食欲がなくなり体調を崩す人もでますが規則正しい
生活と栄養バランスの取れた食事で暑さを乗り切りましょう。
3.7月26日プロ野球中日ドラゴンズ岩瀬投手が前人未到の400S
達成。

ニコニコBOX

本日10,000円

累計175,000円
本年度目標額1,200,000円 達成率14.6％

出席報告 総数
第1214回 28
第1212回

28

※今週のメークアップ
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藤野さん 本田さん 水野さん
志野さん
※先々週の後メークアップ なし

出席率
71.4％
82.1％
小髙さん
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