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例会開始前の握手会 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱    （我等の生業） 

 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和     

間室照雄 会員 

 

例会プログラム 

司会 井田喜代志 SAA  

点鐘 石井英男会長 

国歌斉唱 

ロータリーソング（我等の生業）斉唱 

ロータリーの目的 

四つのテスト唱和 間室照雄会員 

お客様紹介 石井英男会長 

会員誕生月祝い 

小林功会員 成田志津子会員 

奥様誕生月祝い 

小林淑子様 柿沼一枝様 大澤千明様  

佐々木美智世様 

ご結婚月祝い 

寺澤銀三会員 長谷川信子会員 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男幹事 

委員会報告   

社会奉仕委員会 蓮江郁夫委員長 

親睦家族委員会 寺西修身副委員

長 

職業奉仕委員会  柿沼洋一委員長 

地区職業奉仕委員会 寺澤銀三委員 

卓話   『がんの予防』 松村豪一会員 

出席報告 仁見恵美子副委員長 

スマイル報告 馬場知行副 SAA 

点鐘 石井英男会長 

 

わ 
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お客様             細野潤一 様 

  

入会予定の細野潤一様が来

訪されました。 

 

 

会員誕生月祝い      小林 功 会員 

 

奥様誕生月祝い     小林忠司 会員 

 

仕事も辞め孫の子守が仕事になりました。 

5 歳、3 歳、１歳で大変手がかかりますが、孫が

できたのが遅かったので楽しんでいます。 

 

柿沼洋一 会員 

 

 

 

 

大澤二三夫 会員 

 

会員結婚月祝い 

寺澤銀三 会員 

 

長谷川信子 会員 

 

乾杯             松本安永 会員 

 

皆様おめでとうございます。乾杯！！ 
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会長挨拶           石井英男 会長 

皆さんこんにちは、本日のお

客様は、細野潤一様 ロータリ

ー会員として、参加頂くことに

なりました。よろしくお願いしま

す。 

先日､9月25日には、世界遺

産を推進する富岡製糸場と楽

山園に大勢の参加、ありがとう御座いました。 

富岡製糸場は、明治政府が日本の近代化

のために最初に設置した模範器械製糸場です。

生糸は主要な輸出品目でした。日本が輸出総

額の約 70%～80%以上を占めた時期もあり、政

府は交易をさらに活性化させるために「生糸の

輸出振興と品質向上」を主な政策のひとつとし

ました。明治時代末期に日本は外国との貿易

をはじめ、当時の最大の輸出品は生糸でした。 

本日の卓話は、松村豪一会員より「がんの予

防」について、お話しを頂きます 

幹事報告          山口光男 幹事 

① 2013年 10月のロータリ

ーレートは 1 ドル＝100円 

② 9 月 17 日(火) 青少年

奉仕部門委員会 レストランと

き 井上、山口、坂口、馬場知

行、成田、佐々木、 

③ 9 月 25 日世界遺産を推進する富岡製

糸場を訪ねる例会 石井会長、会員家族

18名参加 

地区からの報告 

① 10 月 5 日(土)職業奉仕月間セミナー開

催 桶川市さいたま文学館ホール 

② 10 月 7 日(月)地区大会ポリオ撲滅ゴル

フ大会 プレステージカントリークラブ 

③ 10 月 14 日(月)ＲＬＩパートⅠ埼玉会館 

石井会長他 4名 

④ 地区の新会員入会速報 9月 20日現在

66名の増強 

理事会報告 

① 新会員入会について  

細野潤一様 入会承認 

② 10 月 22 日(火)午後 6 時 鴻巣クラブ主

管 4 クラブ合同例会 フラワーセンター  

③ 10 月 23 日ガバナー公式訪問 会員は

10時 30分集合 

④ 2014～2015年度地区役員推薦 寺澤銀

三会員、松本安永会員推薦 

⑤ 青少年育成のためのボーイスカウト運動

への支援 10,000円で承認 

委員会報告 

社会奉仕委員会       蓮江郁夫 委員長 

 10月 6日に第 28回ふれあい

広場が開催されます。午前 8

時 30 分集合です。27 日は秋

のクリーン鴻巣市民運動です。

午前 8 時 30 分上谷運動公園

集合です。ご協力をお願い致

します。 

親睦・家族委員会    寺西修身 副委員長 

 9 月 25 日の移動例会、石井

会長の故郷を巡る富岡への小

旅行いかがでしたでしょうか。

多くの皆様のご参加をいただき

ありがとうございました。 

 

職業奉仕委員会       柿沼洋一 委員長 

10 月 30 日の例会は、東京湾視

察船「新東京丸」乗船しての東

京湾から工業地帯を見学する移

動例会を計画しています。職業

人としての多くの会員の皆様の

参加をお願いたします。参加費

3000円は当日徴収いたします。 
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地区職業奉仕委員会   寺澤銀三 委員 

 地区職業奉仕委員会では、

「奉仕の理念」探求する機会

を皆様にお届けすべくセミナ

ーを企画しました。10月 5日

にさいたま文学館ホールにて、

大畑誠也氏に講演して頂きま

す。皆様の参加をお待ちしています。 

卓話 

『がんの予防』          松村豪一 会員 

・・・はじめに・・・ 

がんは 3 人にひとりから最近

では 2 人にひとりなると言われ

ているばかりか、死亡率の 1 位

の恐ろしい病気です。しかし、

できものが出来ればすべてが

がんであるのではなく、良性のものもあり、これ

は怖いものではありません。こういう意味でがん

を正しく知る必要があります。本日はがんにつ

いての正しい知識をお話します。そのあとで予

防についてお話します。がんは予防出来る病

気です。がんの原因やハイリスク集団が明らか

にされ、具体的な予防法が開発され、がん予

防対策が実施されればがんの発症率と死亡率

は確実に下がるでしょう。これまでの研究から

がんの原因の多くは、たばこや飲酒、食事など

の生活習慣に関わるものだとわかっています。 

1996 年にハーバード大学のがん予防センタ

ーから発表されたアメリカ人のがん死亡の原因

では、たばこ（30%）、食事（30%）、運動不足

（5%）、飲酒（3%）の合計で 68%になりました。こ

れらのがん死亡は、生活習慣の見直しによっ

て予防できたものと考えられます。社会全体の

対策として、偏りのない科学的根拠に基づくが

ん予防法の見極めが重要な課題となります。 

・・・がんとは何か？・・・ 

・腫瘍には良性と悪性があり、良性腫瘍はがん

ではありません。・腫瘍は、自己の生体の制御

を離れて自立的に過剰に増殖する状態であ

る。・がんは悪性腫瘍であって転移し、そこに

根城をはって増えていく細胞の塊である。（例：

頭の髄膜腫）・最近がんの幹細胞が発見され、

抗がん剤でがん細胞を撲滅してもがん幹細胞

はのこり、大きな問題を投げかけています。 

・・・良性腫瘍・悪性腫瘍・・・ 

良性腫瘍は一般的に発育速度が遅く、転移せ

ず完全切除で再発はない。化学療法や放射

線療法は無効。悪性腫瘍は転移しやすく、周

辺組織へ浸潤増殖し破壊し、その機能を障害

する。発育が早く放置すれば致命的。進行が

んは手術による完全除去が困難。転移巣から

再発し得る。化学療法、放射線療法が有効な

ものも多い。 

・・・発がんの仕組みとたばこの関係・・・ 

たばこの発がん物質は主にタールに含まれ、こ

れが細胞の遺伝子を傷つけがんができる。この

傷は通常体内の働きによってすぐに修復され

るが、その働きには個人差があり、うまくいかな

い場合もあり細胞のがん化が起こる。煙に含ま

れる有害な化学物質は 200種類を超えており、

発がん物質も多種類含まれている。 

治癒を目指す肺がん治療（日経メ）99・・・ 

・肺がんは胃がんを抜いて日本人の全がん死

のトップになった（1999）。・早期肺がん（腫瘍径

2㎝以下）が高速らせんCTで多く発見されるよ

うになった。・侵襲度の低い治療法が登場。・肺

がんも治癒を目指せるがんのひとつになった。 

・・・がんの予防法・・・ 

1. 自然治癒力  

2. 免疫力の向上  

3. すべてに感謝の心を持つ  

4. 食事は口から  

5. 口腔ケア  

6. 水療法  

7. 運動療法  

8. リンパのマッサージ  

9. 新しいことへの挑戦  

10. 早寝早起き 

ご清聴ありがとうございました。 
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出席報告      仁見恵美子 副委員長 

 

 

 

 

 

スマイル報告       馬場知行 副 SAA 

 

 

 

前回までの合計 201,000 円

本 日 の 合 計 19,000 円

次回繰越金合計 220,000 円  

ふるさとの杜 

ロウバイ（蠟梅）        故紀陸一夫 会員 

 
 

 ロウバイは、ロウバイ科ロウバイ属の落葉低木。

1月から 2月にかけて黄色い花を付ける落葉広

葉低木である。花の香りは強い。名前に梅がつ

いているためバラ科サクラ属と誤解されやすい

が、別属である。花やつぼみから抽出した蠟梅

油を薬として使用する。 

 

 

 

 

 本日 修正 

 10月 2日 9月 25日 9月 18日 

 1024回 1023回 1022回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 30 30 30 

出 席 数 20 30 20 

欠 席 数 10 0 10 

例会出席率 66.67% 100% 66.6% 

Ｍ Ｕ 数 4  2 

合計出席数 24 100 22 

出 席 率 80.00% 100% 73.3% 

個人スマイル 

山口光男会員…松村会員卓話ありがとございます。 

松村豪一会員…本日卓話させていただきます。よろしく

おねがいします。 

寺西修身会員…松村先生本日の講話よろしくお願いし

ます。 

スマイル 1  細野潤一新入会員予定者ようこそ。 

津田健三会員・小林忠司会員・寺澤銀三会員・井田喜

代志会員・馬場知行会員・間室照雄会員・松本安永会

員・蓮江郁夫会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・

石井英男会員・仁見惠美子会員・柿沼洋一会員・宮坂

良介会員・小林 功会員・寺西修身会員・田邊 聖会員 

第 28回ふれあい広場 

10月 6日（日） AM 8：30から 

開催場所  川里中央公園 
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今後の活動予定 

編集後記 

友達から応募ハガキが当選して、とても安価

だからとお誘いをうけ、下呂温泉に一泊で行っ

てきました。大浴場、露天風呂はとてもよかった

です。安価にする工夫を色々していると感じま

した。そして「お・も・て・な・し」の言葉を思い浮

かべました。                 （R.K） 

クラブ会報委員会 

委員長  田邊 聖     副委員長  小林 功 

委  員  長谷川信子 柿沼洋一 小林玲子 寺西修身 

10月 9日 

（水） 

第 1025回 通常例会 

ガバナー公式訪問準備会 

10月 12日 

（土） 

第 1026回 移動例会 

鴻巣花火大会鑑賞 

10月 16日 

（水） 
振替休会 

10月 22日 

（火） 

第 1027回 移動例会 

4RC合同例会  

鴻巣フラワーセンター 

10月 23日 

（水） 

第 1028回 通常例会 

ガバナー公式訪問 

10月 30日 

（水） 

第 1029回 移動例会 

職場訪問 

東京湾視察船『新東京丸』 

11月 6日 

（水） 

第 1030回 通常例会 

会員誕生月祝い 

結婚月祝い 

ロータリーの友・ 

ガバナー月信 

花チャリティ 

11月 9・10日 

（土・日） 

第 1031回移動例会 

地区大会 

11月 13日 

（水） 
振替休会 

11月 20日 

（水） 

第 1032回通常例会 

外来卓話 

11月 27日 

（水） 

第 1033回移動例会 

献血 


