
８月１７日 第２５７８回

□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□会員数：３２名（免除者：３名）

□出席者：２８名 □欠席者： ３名

□メイク： １名 □出席率：９３．５５％

□特別スマイル

・８月５日、６日の住吉まつり、台風が心配でした

が全てのプログラムを終了することが出来ました。

まつり協会からの助成金感謝しています。

（尾野剛章）

幹事 井上 盛文

・東広島市高屋町「仙石庭園」内に於いて開園感謝

観月会筑前琵琶演奏会ご案内

（東広島ＲＣ会員 山名様より）

日 時 平成２９年１０月４日(水）

開場 １７時 開演 １８時３０分

入園料 無料

会長 鴨宮 弘宜

暑さの中にも、秋の気配を感じるようになりました。

本日は、がん予防啓発委員会事業となっております。

二年目の事業です。健康寿命増進に向けて更に取り

組んでいただければと思います。

八月に入って、多くのスポーツの感動場面に接する

ことができました。世界陸上、インターハイ各競技、

高校野球等、若者の精一杯の姿に胸を熱くしながら

のテレビ観戦です。中でも全米プロゴルフ選手権大

会の松山英樹選手の活躍と、涙には感動いたしまし

た。この敗戦の中から、さらに成長された新たな松

山選手を期待したいと思います。何事も、目標をもっ

て歩むときには多くの試練や、挫折はついて回るも

のです。

先日、挫折しかけた選手を支える陸上競技の監督の

言葉を聞く機会に恵まれましたのでご紹介いたしま

す。大きな怪我をし、競技復帰に向けて懸命なリハ

ビリをするも、くじけそうになる選手に向けて監督

が贈った言葉です。「枯れても、くさるな」（枯れ

ても根が生きていれば、再び芽を出し、花を咲かせ

ることができる。根が腐ってしまっては何も生まれ

ない）という言葉です。「枯れてもいい、腐らずコ

ツコツと努力しよう」一つの言葉が、人を支え成長

させる不思議な力を持っていると感じ、私も大切に

する言葉の一つとさせていただいています。

さて、本日は「戦略計画委員会」の資料を配布して

おります。板場副委員長さんが、会費見直し案の試

案を作成してくださいました。スマイル変更案も配

布させて頂いております。負担軽減は、周年事業、

例会、各事業等に関係いたします。これらを併せて

勘案しながら考える必要があります。いかにしまし

ても、ロータリーの魅力を高めることが大切です。

魅力あるロータリーであるために各事業や例会の在

り方も含めて考えて参りましょう。

資料のうちアンケート表がございますので、現段階

での皆様のご意見を承りたいと思いますので、本日

例会終了後もしくは、次週例会日まで、ファックス

等で事務局へご提出してください。

□社会奉仕委員会 委員長 吉本きよ子

８月１９日(土）は安芸津ふれあい夏祭りです。

１４時３０分現地集合(安芸津Ｂ＆Ｇ)でお願いしま

す。お車は安芸津中学校へ駐車してください。

事務局／〒725-0026竹原市中央4丁目8－2第１おおぎビル102号
TEL／0846-22-7570 FAX／0846-22-7651
E-mail／rc-take@estate.ocn.ne.jp
http:www.takehara-rc.com

例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ８月３１日 次週のプログラム ９月７日

地区指導者育成セミナー報告
プレ公式訪問例会

誕生祝・各会員各記念日祝

【 ２０１７年８月１７日 第２５７８回 例会記録 】

【 ２０１７年８月２４日 第２５７９回 例会記録 】

会 長 鴨宮 弘宜
会長エレクト 板場 英行
副 会 長 宮本 和彦
幹 事 井上 盛文
副 幹 事 木村 安伸
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 山根 積
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副 Ｓ Ａ Ａ 西岡 一道
直 前 会 長 菅 義尚
管 理 運 営 尾野 剛章
会 員 組 織 三好 静子
奉 仕 宮本 和彦
広 報 久藤 孝仁
Ｒ財団米山 大成 義彦
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□親睦活動委員会 委員長 尾野 剛章

８月２４日(木）は竹原シーサイドホテルに於いて

納涼例会を開催します。服装は自由ですのでラク

な格好でお越し下さい。

がん予防啓発推進委員会

委員長 板場 英行

『がん検査の最新情報』

◎日本のがんの現状

日本は今や長寿大国といわ

れ、平均寿命が世界一の国

ですが、がん患者の数は増

加しています。その原因として主にあげられるの

が、食生活の欧米化、日常生活からくるストレス、

運動不足などの生活習慣の変化や環境汚染など、

がんはまさに現代病の一つと言われています。ま

た、がんには遺伝要因が強く影響するものもあれ

ば、環境要因が強く影響するものもありますので、

家系にがんの人がいない場合でも注意が必要です。

◎がん検診の種類と比較

がん検診には大きくわけて“対策型検診”と“任

意型検診”という二つの種類があります。

対策型検診は、国が公共的な予防対策として行う

検診のことです。お住まいの地区から通知をもらっ

て受診する住民検診や職場から通知を受け取って

受診する職域検診などがあります。

一方の任意型検診は、検診を受けた個人にがんの

可能性があるかどうかを確認することを目的とし

た検診です。いわゆる人間ドックなどのことです

が、個人の希望する時期に、個人が希望する検査

方法で検診を受けることができます。一般的に補

助の額が少ないため、自己負担額は対策型検診よ

りも高価です。検査方法や検査費用は受診する医

療機関によって異なります

◎ＰＥＴ検査とは

PET検査」とは「陽電子放射断層撮影」という意味

で、ポジトロン・エミッション・トモグラフィー

(Positron Emission Tomography)の略です。

通常、がんは、実際に腫瘍（できもの）ができた

り、体に変化が起きてから見つかることが多く、

がん細胞の成長がある程度進んでからでないと発

見しにくい病気でもあります。早期発見のため、

特殊な検査薬で「がん細胞に目印をつける」とい

うのがPET検査の特徴です。PET検査では、検査薬

を点滴で人体に投与することで、全身の細胞のう

ち、がん細胞だけに目印をつけることができます。

専用の装置で体を撮影することで、 がん細胞だけ

を見つけることができます。PET検査により、従来

の検査にくらべて、ずっと小さな早期がん細胞ま

で発見することが可能になりました。

◎アミノインデックス検査とは

血液中のアミノ酸濃度を測定し、健康な人とがん

である人のアミノ酸濃度バランスの違いを統計的

に解析することで、がんに罹患しているリスクを

評価する新しい検査です。

男性では胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、

前立腺がんの合計５種のがんに対するリスクを評

価します。女性では胃がん、肺がん、大腸がん、

膵臓がん、乳がん、子宮がん・卵巣がんの合計６

種のがんに対するに対するリスクを評価します

◎血液１滴で１３種類のがんを早期発見

読売新聞(２０１７年７月２４日）によれば、国立

がん研究センター（東京都）などは、血液１滴で

乳がんなど１３種類の癌を早期発見する新しい検

査システムを開発、来月から臨床研究を始めると

いう。早ければ3年以内に国に事業化の申請を行う

見通しだ。これまで、一度に複数の種類の癌を早

期発見できる検査法はなく、導入されれば癌の早

期発見が可能になるというから、全人類にとって

朗報以外の何物でもない。まさに「夢の検査シス

テム」といって差し支えないだろう。

なお、この検査システムで早期発見が可能な癌は

胃がん、乳がん、大腸がん、卵巣がん、食道がん、

前立腺がん、すい臓がん、膀胱がん、肝臓がん、

肺がん、胆道がん、骨軟部腫瘍、神経膠腫（こう

しゅ）」の１３種類。

◎デメカル血液検査で自宅でがん検診

早期発見が重要だということはわかっていても、

病院まで検査にいく時間がない、きっかけがない

という方がほとんど。そんな皆様におすすめなの

が「デメカル血液検査キット」です。

この検査キットの検査精度は医療機関と同等です

ので安心してご利用いただけます。

また、血液検査といっても必要な血液量は0.05ml

とごくわずかですので、注射が苦手という方でも

気軽に検査を行えます。

８月２４日 第２５７９回

納涼例会 竹原シーサイドホテル

会員２８名 奥様５名 事務局 計３４名

□点 鐘

□ロータリーソング：我等の生業

□会員数：３２名（免除者：３名）

□出席者：２８名 □欠席者： ３名

□メイク： １名 □出席率：９６．６７％

幹事 井上 盛文

・国際平和のための世界経済人会議ミニフォーラ

ム開催のご案内

日時 ９月１日(金)

会場 広島大学東千田未来創生センター

会長 鴨宮 弘宜

本日は納涼例会ということでお集まりいただきま

してありがとうございます。親睦委員会の皆様に

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか



はお世話になります。

二日連続してカープが心に重くのしかかる結果で

した。一方、高校野球では広陵高校があと一歩で

はありましたけど、素晴らしい試合を見させて頂

きました。若い子が白球を追い求め、汗一杯になっ

て、笑ったり、涙したり、ほんとうに感激を沢山

頂きました。今日は野球づくしで楽しい納涼例会

にしたいと思います。美味しいお酒と料理で、楽

しい一時をお過ごし下さい。

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか

８月１９日(土）第１１回あきつふれあい夏まつりに参加しました。
クラブ名の入った風船３００個を来場者へ無料配布して大変喜んで頂き
ました。こどもの家には、子育て支援 授乳・おむつ交換場所を設置し
ました。年々利用される方が増えており認知度が高まっています。


