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職 業 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
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次週（１１月４日）のお知らせ
１）例 会

（2087回）

１）三世代クラブ社会奉仕事業
「泉布観見学」

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）三世代クラブ合同例会 （2086回）

３）ソング 君が代・奉仕の理想

３）ソング 奉仕の理想

４）卓 話 ロータリー財団月間記念卓話
「ロータリー財団月間に因んで」
地区財団情報・増進委員会
委員長 百済 洋一 様
ロータリー財団委員会
５）創立43
５）創立43周年記念写真撮影
43周年記念写真撮影

４）卓 話 「－わが国最古の本格的西洋建築－
泉布観の建築と歴史」
大阪市教育委員会事務局文化財保護担当
主幹 植木 久 様
５）11
５）11月度定例理事会
11月度定例理事会

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様、こんにちは。
先週例会での「職業奉仕賞授与式」、高田委員
長のご尽力と会員の皆様のご協力により、無事
とり行う事が出来ました。有難う御座いました。
又、青葉学園の村田理事長様からお礼状を頂い
ております。後程掲示板をご覧下さい。
お読みになった会員もいらっしゃると思いま
すが、先週１０月１５日（金）の日本経済新聞の
文化欄に「振り返れば奉仕の道」というタイトル
で、東京ロータリークラブの２００２年から０
３年にかけて会長をつとめられた植田新太郎様
の一文がのせられておりました。
米山奨学制度についても述べておられ、ロー
タリークラブとして親日家を育てる大切な事業
である、特に中国からの奨学生が中国において
知識層となり、両国の友好の架け橋となっても
らいたい、という点が大変印象的であります。
（テーブル上のコピーもご覧下さい）
本日、１１時３０分より指名委員会が開催さ
れ、クラブ細則第１条第１節（２）に基づき２０
１１年から２０１２年度の理事、役員９名の候

補者の指名が行われました。
次々年度会長候補者は、川原和彦 会員
次年度副会長候補者 浅井顯一 会員
幹事候補者 中島豊彦 会員
会計候補者 寺内清視 会員
理事候補者 石田道夫 会員、高良尚志 会員、
山田雅浩 会員、目幸文範 会員、中島康之 会
員です。
尚、立候補される会員ならびにご推薦される
会員がいらっしゃいましたら、１１月１１日ま
でにお申し出下さい。年次総会、次年度理事、役
員選挙は１１月２５日の例会後に行う予定であ
ります。
次に、先週１０月１４日（木）に、中村修会員
の新入会員歓迎会が２５名の会員の参加のもと
で開かれました。中村会員には、入会以来ほとん
どのクラブ行事、奉仕活動に参加、出席しても
らっておりまして、歓迎会参加の会員の皆さん
からも引き続き今後の行事にも積極的に参加
し、クラブライフを楽しんでほしいとの励まし
のスピーチが多く寄せられました。次の歓迎会
が早く開かれますよう、会員の皆様と共に新入
会員の増強に努めて参りたいと思います。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

１名
０名
０名
０名

会員総数
68名
会員出席
53名(60名)
出席規定適用免除 22名
会員欠席
7名

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①大阪府赤十字血液センターより「平成２１年
度 年報」が届きましたので事務局で保管し
ておきます。
②地区大会本会議の集合場所につきましてのご
案内を本日お配りしています。ご出席頂けま
す方は絆ネクタイの着用をお願い致します。
なお、地区大会（29日・30日）にご出席頂けま
す方は本日お配りしております名札を必ずご
持参頂きますようお願い致します。
③泉布観ご参加の皆様へ地図をお配りしており
ます。10時20分現地集合でお願いいたします。
④№1・2・6・8テーブル情報集会のご案内を本日
お配りしております。
⑤次週例会終了後「11月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
ますので関係各位宜しくお願いします。なお、
資料をご提出頂けます理事・役員は26日（火）
までに事務局までお願いいたします。
⑥次週28日は3クラブ合同例会ですので皆様ご
出席よろしくお願い致します。なお、同例会時
に幹事報告のお時間がございませんので幹事
報告がございます時は、会員ポストに配布さ
せて頂きます。

☆☆ にこにこ 箱 ☆☆

敬称を略す

本日、卓話をさせていただきます。よろしく
お願いします。
森本 章裕
十四ヵ年在籍表彰自祝
石田 道夫
結婚記念日自祝
髙田 肇
結婚記念日自祝
北村 修久
新入会員歓迎会において諸先輩方より歓迎また
励ましの言葉ありがとうございました。感謝
中村 修
先日は中川会員に大変お世話になりました。有
難う御座います。
衣斐 孝雄
中川先輩、先月は大変お世話・お気遣い頂きま
してありがとうございます。
郡 悦清
中川さん、先日は楽しい夜をありがとうござい
ました。
川原 和彦
中川会員にお世話になりました。 橋本 守之
奥先輩、浅井先輩先日はありがとうございまし
た。
中島 康之
昨日のコンペでやっと２オンしたのですが４
パット。スコアーボロボロ残念でした。
成松 正和

）内は会員総数を基準とした値

10月21日の出席率
88.33％
４週間前（9月30日）の
メークアップを含む出席率 88.33％
メークアップ実施会員
7名（欠席者14名)
衣斐先輩、上海万博ﾂｱｰでは大変お世話になりあ
りがとうございました。
川原 和彦
今後共、よろしくお願い申し上げます。
二宮 秀造
今後ともよろしくお願いします。 中島 豊彦
平成22
平成22年
10月21日
21日
22年10月

合計金

68,000円
68,000円

累計金 1,134,090円
1,134,090円

☆☆ 先週（10
先週（10 月 21 日）の卓話 ☆☆
「これが、ガン治療の最前線」
森本 章裕 会員
1.「日本人の２人に１人が、ガンになりま
す。」
アメリカでは減少しているガンによる死亡
が、日本では増加傾向にあります。
「３人に１人」
がガンで死亡しています。死なないまでも、２人
に１人がガンにかかっています。日本は世界
トップクラスの「ガン大国」といえます。ガンは
DNA細胞の突然変異で、発症する老化の一種と言
えます。
傷ついたDNAが、
異常な細胞分裂をくり返
し、発見されるまでに１０年～２０年の月日が
かかります。「胃がん」「子宮頸ガン」「肝臓ガ
ン」は、死亡数が減少していますが、「肺がん」
「前立腺ガン」「乳がん」などは、年々増加傾向
にあります。ガンの原因の６割が、生活習慣病に
起因します。
2.「ガンで命を落とさないために」
ガンの最大の原因は喫煙です。最も死亡が多
い「肺がん」を始め、「喉頭がん」「胃がん」「食
道ガン」「肝臓ガン」なども喫煙に起因するもの
で、増加傾向にあります。早期に見つければガン
は、完治します。ガンは不治の病ではありませ
ん。早期発見であれば治癒率はぐんと良くなり
ます。進行した物では半数以上の方が死に至り
ますが、早期のものは１００％近く完治します。
早期ガンの段階で、適切な治療を受ければ、９割
方完治すると言えます。ガンの早期発見には定
期的な検診の受診が、大きな役割を果します。早
期発見のためには、１年おきにガン検診の受診
をお勧めします。
3.「ガン治療の種類」
ガンの治療には、「手術」「放射線治療」「化
学療法（抗がん剤）」をうまく組み合わせること
が必要です。「ガン治療＝手術」というイメージ

が今でも残っていますが、これは大きな間違い
で、前記の他の治療法との併用が、ガン治療の真
の姿だといえます。「放射線治療」は、「ひとに
やさしいガン治療」と言われ、ガンを切らずに治
し臓器の機能や美容を保つ治療法で、場合に
よっては入院も不要で、手術に匹敵する治癒率
が得られます。先進国では、ガン患者の半分は、
放射線治療を受けると言うのが世界の常識で、
アメリカでは６６％がこの治療法方ですが、日
本では僅か２５％に留まっています。転移した
ガンは、
「窓から出て行った鳥」のようなもので、
初期のガンとは違い、進行したがん細胞は、リン
パを通じ、全身に転移し、ほとんどの場合命を落
とす可能性が高くなります。定期検診の必要な
理由がここにあります。
4.「自分で選ぶがん治療」
不幸にして、ガンを告知されたら、先ず情報を
集めてください。治療の方向性等を医師にメモ
してもらい、とりあえず家に帰ることです。
その上で、別の医師からも意見を聞く「セカン
ドオピニオン」をお勧めします。ガン治療の治
癒、再発、又5年以内の生存率には、がん治療専
門病院の間にも、トップと最下位の病院とでは、
３６％もの差があり、治療実績、地域格差などは
否めない状況にあります。自分の病状にあった
最善の治療方法の選択と、名医との出会いが、生
死の分かれ目となると言っても過言ではないか
らです。

とは思えない」
「まるですでに１０年くらいロー
タリークラブにいる雰囲気がある」
「ロータリー
クラブのあらゆる会合に積極的に出席してい
る」「将来の幹事・会長である」などの話が出ま
した。
最後に、山本喬一副会長がお開きの挨拶をし
て、記念撮影をしました。
参加者は２５名。内訳は、上記記載の６名のほ
か、浅川正英・南川和茂・郡悦清・在本茂・福原
哲晃・中川政照・大矢平治・成松正和・浅井顯一・
奥崇・山村朋史・高良尚志・溝手悟・中島康之・
宮下佳昭・西村功・山田雅則・中野格・松宮清隆
の各会員です。
親睦活動委員会

（厚生労働省委託事業 がん検診受診促進企業連携推進事業発行
「がん検診のすすめ」より一部抜粋）

☆☆ 新入会員歓迎会 ☆☆
中村 修 会員
親睦活動委員会は、１０月１４日（木曜日）、
天満橋・錦城閣において、中村修会員を迎えて、
新入会員歓迎会を開催しました。中村修さんは
平成２２年５月１３日入会で、2009-2010年度の
たった一人の入会者です。昭和２３年３月１２
日生まれで、職業分類は日本料理です。
会合は、中村健輔会長の挨拶で始まり、続い
て、推薦者の安田義治・重里國麿の両会員が中村
修会員の人物紹介をしました。このあと、中村修
会員が力強く、奉仕に尽くすロータリーアンを
目指す決意を表明しました。
次いで、出席者中、もっとも入会の古い井戸幹
雄会員が乾杯の音頭を取りました。食事の合間
には、出席者全員から、入会歴の浅い順番で、一
人ひとり中村修会員に対する激励・お祝い・感謝
などの言葉をいただきました。
「中村さんはロー
タリークラブにすっかり溶け込んでおり、新人

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１１月第１例会のお知らせ
日 時：１１月１０日（水）19:15～20:45
内 容：「色について学んで生活に役立てま
しょう！」
（担当：社会・クラブ奉仕委員会）
場 所：錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先：幹事 山西 健介 090-6824-9325
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：１１月８日（月）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
松花堂弁当

文庫通信（276号）
「ロータリー文庫」は日本ロータリー５０周年記念事業の一つとして１９７０年に創立された皆
様の資料室です。
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、２万余点を収集・整備し皆様のご利用に備えて
おります。
閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコ
ピーサービスも承ります。また、一部資料はホームページでＰＤＦもご利用いただけます。
クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。以下
資料のご紹介を致します。

（ガバナー月信 １０月号 から転載）

奉 仕 のののの理想

元京都 ＲＣ
作詞 前 田和 一郎

な りわ い

元東京 ＲＣ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉 仕 の理 想 に集 いし友 よ

みく に

御 国 に捧 げ ん 我 等 の生 業

くおん

望 む は 世 界 の久 遠 の平 和

め ぐ る歯 車 いや 輝 き て

とわ

永 久 に栄 え よ

我 等 の ロー タ リ ー

ロー タ リ ー

