第２７９０回例会 逗子ロータリークラブ
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2019-20 年度 №29 2020 年 2 月 13 日
例会場：「カンティーナ」逗子市新宿 1-3-15

TEL：046-870-6440

例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30

第 3 木曜日 18:30

会長：大野宏一

健

幹事：横山

第 27９０回
12:30

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

開会宣言

三宅 S.A.A

点鐘

大野会長

Website: http://www.zushi-rc.com/

2789 回 例会記録 2020 年 2 月 6 日
井早朗様、渡邊健次様、小林毅圭也様、中川淳様、
森川英行様

以上

京都紫野 RC 様

出席報告：会員数 4６名(出席免除 3 名)

ゲスト・ビジターの紹介

出席者：29 名

会長の時間

メークアップ：地区委員会、IM 実行委員会

幹事報告

来信・告示事項

委員会報告
出席報告
ニコニコ BOX 発表
卓話 大野会長

横山幹事

「国際ロータリー作成の公式推進用資料に
ついて」
13:30

TEL＆FAX：046-873-0226

ビジター： 武岡一郎様、伴戸恒夫様、吉田和弘様、

ロータリーソング斉唱

13:00

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

閉会宣言

S.A.A

点鐘

大野会長

予
2 月 13 日(木)

2 月 20 日(木)
2 月 29 日(土)

64.44％

前回修正後 63.63％

幹事報告 週報：横須賀西 RC
２月ロータリーレート：＄１=１１０円
開催案内：・2/20（木）１３:４５～ 於：成福寺
会長幹事会（ホスト鎌倉大船 RC）
例会変更：鎌倉大船 RC…・2/20（木）成福寺へ場所変更
・2/29（土）移動例会へ変更（I.M）
委員会報告 村松雑誌委員長：今週もロータリーの友２月
号より面白い記事が沢山掲載されております。是非、
ご一読してみて下さい。
松田青少年交換カウンセラー：２月２日より留学生のカタ
は松田事務局宅にてホームステイしております。

〈会長の独り言〉

定

大野

宏一会長

今年度の会報 No.27 で報告いたしまし

12:30 卓話 会長 幹事
「国際ロータリー作成の公式推進用資
料について」

た、My Rotary WEB 内【Zushi ロータリ

18:00

標未達成の一つに「ロータリー作成の公式

100％出席例会

ークラブの目標設定・確認センター】で目

於：哉吉

推進用資料の使用」という項目がございま

第２グループ IM 於：鎌倉パークホテル
（27 日（木）より例会変更）

す。そこで、本日例会の卓話の時間を利用して、達成済み、

3 月 5 日(木)

12:30 卓話

未定

にしたいと思います。ご協力のほどお願いします。約 30

3 月 12 日(木)

12:30 卓話

未定

分間のビデオ上映を予定しております。グローバル補助金
事業を目標にしております逗子 RC なので、
『世界でよい

18:30 卓話
3 月 19 日(木)

高山惠太郎氏
（たる出版㈱社長）
「お酒よもやま話」

ことをしよう：６つの重点分野』関連を中心に観て頂けれ
ばと思います。
My Rotary 内のリソースセンターでは、本日上映予定
のビデオの他、■ロータリーの新しい公共イメージ用キャ

財団ニコニコ： 矢部（光）、森澤、横瀬、稲垣
各＄１０

ンペーン資料・ガイドライン■各種ロゴ・テンプレート■
（WEB・印刷・屋外・ラジオ）用広告、等がダウンロード
可能です。My Rotary アカウント登録を行うと、上記全
てが使用可能となります。My Rotary については、別途

米山ニコニコ：森澤

1,000 円

特集時間の確保を考えておりますが、ご興味がある、また
未登録の会員は、いつでもご相談下さい。

..
乳癌について：胃癌、肺癌、大腸癌、
前立腺癌など、癌罹患は増えている
が、女性の場合は乳癌が多い。
乳癌治療の基本：局所治療（手術・放
射線）と全身治療（薬物）があるが、
癌の大きさだけでなく、性質によっ
て治療法が変わる。癌の大きさとひ
ろがり、癌の数・位置、リンパ節移転の程度、他の臓器
への移転の有無、薬への反抗など。ステージⅣで癌が
見つかった人でも方法によっては 3 人に一人は生存で
きる。
近年は５年後生存率が上がっている。2039 年までには

京都紫野 RC より 8 名の皆様に当クラブ例会にお越

昔、癌をやったという人が 50 万人になるだろう。

し頂きました。武岡会長（写真左）「11 月の旅行で

乳癌の治療：手術前に薬物療法を行うメリットがある。

は、親睦を深める事が出来ました。これからも宜しく

浸潤性乳管癌は手術時には完全消失、小さな切除範囲

お願いします。
」伴戸会長エレクト（写真右）
「次年度

になったケースがある。

もどうぞ宜しくお願い致します。」

何を優先して治療を考えるか：乳癌再発リスク、今後の
人生へのインパクト（予後）は？見える場所に傷が残る

２月理事会報告

ことでボディイメージの変化がある。適切な手術の選
択には本人の納得が必要となる。薬物療法による脱毛

・新年会事業決算報告

や皮膚トラブルなど、社会とのつながりへの自信喪失

・100％出席例会について…名簿作成の写真撮影の

を防ぐため、アピアランス支援が重要。自分に自信を持

為、ドレスコードが必要。担当は 2 名、早目に行

って社会に出ていくため、ウィッグの使用も良い。薬物

き、出席者表を作る。

療法による卵巣機能低下：将来の妊娠出産困難、更年期

→承認

・ポリオチャリティーコンサートについて…3 名出席

障害なども起こる可能性がある。

→承認、決定

がん関連性 PTSD を防ぐために：さまざまな医療情報や
社会的要素を正しく理解し、自分の心と向き合い、納

・新会員について…入会式は 3 月 5 日。職業分類は

得して治療方針の選択をすることが最も重要で、治療
を乗り越えた先も自分ら引く自信をもって生きていく

家具販売
その他・宝子山元会員の葬儀へのお花代として

ための重要なプロセスである。又、社会が病気を受け入

16500 円を支出。
・留学生カタは松田事務局宅へ

れ、プラスに考え助け合う必要がある。

2 月 2 日より滞在。

(担当：清水惠)

ニコニコＢＯＸ本日合計

→承認

￥５１,０００

武岡会長、井早幹事（京都紫野 RC）…本日は宜しくお願
い致します。
大野君、湊屋君、松田君、清水（惠）さん…京都紫野 RC
の皆様ようこそ逗子へ。田村先生本日は卓話宜しく
お願い致します。

累計 ￥１,４３２,６４２

矢部（光）君…京都紫野 RC 武岡会長始め会員の皆様よう
こそ、おいでやす。田村宣子様スピーチよろしく！
山科君…コロナウィルス気をつけましょう。
矢部（房）君、石田君…武岡会長遠路ありがとうございま
す。京都紫野 RC の皆様ようこそ！！

横山君、山本（三）さん、福嶋君、三宅君、藤吉君、岡本

村松君…お寒い中、京都紫野 RC の皆様ようこそ逗子へ。

（久）君、匂坂君、服部君、森澤君、稲垣君、桐田君…京

徳永君…卓話宜しくお願いします。

都紫野 RC の皆さんようこそ逗子へ。
山本（三）さん…今村様宜しくお願い申し上げます。
村田君…京都の皆さん大歓迎！！
橘（武）君…老婆心、、
、新型肺炎クルーズ船１４日間で乗
客３７００名閉鎖は全員に集団感染のない事を祈り
ます。

横瀬君…今日は冬らしい日になりました。
古畑君…逗子海岸からの富士山が今日はとても綺麗で
す。
羽隅君…主席４回目になりました。少し慣れました。今後
共ご指導宜しくお願いします。

