
□点 鐘

□ロータリーソング：４つのテスト

□ゲスト：アフラック生命保険株式会社

若山 小織様

米岡 宏子様

□会員数：２８名（免除者：３名）

□出席者：１８名 □欠席者： ５名

□メイク： ５名 □出席率：８２．１４％

□会員誕生日 佐渡 文武

吉本きよ子

□配偶者誕生日 佐藤 守幸

鴨宮 弘宜

板場 英行

□結婚記念日 吉本きよ子

福本 博之

井上 盛文

□事業所創立 吉本きよ子

堀越 賢二

野田 眞治

幹事 尾野 剛章

・賀茂川清掃御礼 竹原市観光協会

・ロータリーデー2750ご案内 第2750地区

・４月３０日(火)１.２.３班家庭集会を開催します。

・４月２１日(日)賀茂川清掃へ参加された宮本、木

村、夜船、大成、尾野会員有難うございました。

会長 板場 英行

会員の皆さんこんにちは。平

成もあと1週間で終了、５月

１日より「令和」の新時代が

始まります。３１年間の平成

を総括し、令和への思いと期

待をこめる頃となりました。

２１日の賀茂川清掃活動、昨

日の忠海高校挨拶運動、参加

の会員ご苦労さまでした。本日の平成最後の例会は、

がん予防啓発推進委員会担当例会です。ご来駕頂き

ましたアフラック生命保険株式会社の若山、米岡様

には卓話よろしく願いします。

悲惨な交通死亡事故が発生しています。2017年３月

に改正道路交通法が施行され、高齢ドライバーの認

知機能検査が強化されました。こうした対策にもか

かわらず、１８年は７５歳以上の高齢ドライバーに

よる死亡事故が460件発生。該当ドライバーの半数

が「認知症の恐れ」か「認知機能低下の恐れ」があっ

たと報告されています。高齢化しているロータリア

ンの年齢。運動能力、動体視力とともに認知機能も

確実に低下します。昭和の高度成長期に車社会で生

きてきた世代にとって、自動車の運転は日常生活活

動の基幹です。安全運転に対し最大限の注意を払い、

「令和」の時代を楽しくドライブしましょう。

□会長エレクト 宮本 和彦

次年度委員会構成表を配布させて頂きました。御協

力宜しくお願い致します。

・次年度活動計画・予算案 ５月２３日(木)提出

・５月１１日(土)地区研修協議会へ８名出席。報告

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 ５月９日 次週のプログラム ５月１６日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

地区研修・協議会報告

【 ２０１９年 ４月２５日 第２６５４回 例会記録 】

会 長 板場 英行
会長エレクト 宮本 和彦
副 会 長 久藤 孝仁
幹 事 尾野 剛章
副 幹 事 吉本きよ子
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 三好 静子
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は１６日(木）にお願いします。

・５月１４日(火）１８時より大広苑に於きまして

次年度理事役委員長会議を開催します。

以上、宜しくお願い致します。

□青少年奉仕委員会 委員長 西岡 一道

４月２４日(水）忠海高校に於いて挨拶運動を行い

ました。出席者は、夜船、宮本、板場、堀越、西岡

会員、計５名。無事にすべての挨拶運動が終了しま

した。御協力有難うございました。

アフラック生命保険株式会社

若山 小織 様

皆様こんにちは。アフラッ

クの若山と申します。隣に

おりますのが米岡と申しま

す。今日は二人でお邪魔さ

せて頂きました。貴重なお

時間ですが３０分ほど「が

ん」のお話しをさせて頂こ

うと思います。宜しくお願

い致します。

私達は郵便局さんを中心として、がん保険の販売を

して頂いておりますので、そういったところで研修

を担当しております。私達の気持ちとしては多くの

御客様が「がん」になった時の経済的な負担から少

しでも軽減してお助けできればとの思いは変わりま

せんので、そういう気持ちで聞いていただければと

思います。

乳がんの「がん」がどういうものかを触って知って

いただこうと思い、乳がん触診モデルをお持ちしま

した。途中で米岡が持って回りますので是非触って

ください。乳がんは女性だけではありません。私の

友人男性も乳がんになっています。いま一生懸命闘っ

ております。そういう方もいますので是非触ってみ

てください。触り方は、三本指で押して下さい。腫

瘍には、くりくりと動くビー玉のようなものがあり

ます。ぐっと押すと表面が梅干しの種の様なぶつぶ

つとした様なものが分かります。こういったものが、

「がん」です。乳がんは自分で見つけられる「がん」

です。今日は良いチャンスと思ってしっかりと触っ

ていただければと思います。

今日は、『がんについて知りましょう』のスライド

をご用意しました。身近の方が「がん」になったり、

ご自身が「がん」になったり、そういった時に少し

でも戸惑わないでいられたら良いなという思いでお

持ちしております。

実は私も５年間、脳腫瘍を患い、２回ぐらい頭を開

けています。放射線も受けておりまして、未だに腫

瘍が残っていますので、ずっと闘っています。私は

こういったことを少し知っていたお蔭か冷静に受け

止めて病と闘うことが出来ています。

「がん」は日本の国民病死亡原因一位です。国立が

ん研究センターの調べでは１９８０年から１０年ご

とに見ますと、毎年１００万人が増えています。

がんはどうやってできるのか。皆さんの身体は６０

兆個の細胞からできています。この６０兆個の細胞

が毎日毎日細胞分裂します。順調にいけばきちんと

細胞分裂するのですが、コピーミスというかミスが

起こることがあります。時々異常な細胞ができてし

まいます。でもご安心下さい。免疫細胞がやっつけ

てくれます。ただその免疫細胞が何らかの影響、老

化だったり、いろんな状況で弱くなってしまった時

に異常な細胞が増えていきます。そうして増えて腫

瘍という形になって「がん」になるというメカニズ

ムです。

「がん」は高齢になればなるほど罹るリスクが高く

なる病気です。ただし、女性の方は男性よりも早く

「がん」になってしまうリスクがあります。乳がん

だったり、子宮だったり、女性の方が男性より早く

「がん」に罹患してしまいます。５０歳以降、急激

に増えています。これが実情でございます。

「がん」が他の病気と違って怖いという特徴が二つ

あります。一つ目は変異することです。二つ目は増

殖と転移です。体の中には血液やリンパ液が流れて

いますが先ほどの腫瘍がどんどん増えて浸潤して血

液やリンパに乗って他の部位に行って増殖する。こ

れが転移といわれるものです。

「がん」は何故なるのか。それの大きな原因に遺伝
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があります。それからもう一つの大きな原因は、生

活環境です。食事、たばこ、お酒、生活の仕方も一

つの大きな原因です。もう一つ、ウイルスもありま

す。女性の子宮頸がんをご存知だと思いますが、子

宮頸がんはウイルスによるものです。これは性交渉

によってウイルスが移っていく、なので女性のほと

んどの方が子宮頸がんになっているのですが、先ほ

どの免疫がやっつけてくれます。ただ免疫が弱って

いたり色々した時に発症するというのが子宮頸がん

です。お食事、たばこ、ウイルスも大きな原因だと

いうことも知っておいてください。

「がん」体験者の悩みはどういうものがあるか、私

も含めてですがいろんな悩みがあります。

診療上の悩み、身体の苦痛、心の苦痛、暮らしの負

担というようなことがあります。

診療上の悩みで一番大きな問題は、お医者様をどう

選ぶかということです。がんの告知をされた時にそ

こからどう医療を選ぶかです。きっとお医者様の言

われたままになったり、お医者様から紹介されたと

ころで治療を受ける方が殆どだと思います。セカン

ドオピニオンという言葉をご存知だと思いますが、

セカンドオピニオンを受けるのは日本人は勇気が無

かったりします。今診てもらっているお医者様より

他のお医者様の意見を聞くということは言い難い事

だと思います。でも「がん」はしっかりと納得して

治療を受けて頂きたいです。そういう状況になった

時には是非セカンドオピニオンを受けて頂きたいと

思います。

私事ですが、私は広島で脳腫瘍が見つかり直ぐそこ

で手術しましょう、あれよあれよと決めないといけ

ないことがあるんですけれども、私はたまたまこの

ようなお仕事をしているお蔭で、ちょっと待ってく

ださい！とセカンドオピニオンを受けました。それ

で今、京都大学で治療しています。

頭も向こうで開けましたし、放射線も当てました。

信頼できる先生と出会え、闘えて、こうやって皆様

の前でお話しが出来る状態です。お医者様をしっか

りと選ぶ、意見を聞く、ここが一番大事だと思いま

す。

身体の苦痛、がんの三大治療は、手術、放射線、抗

がん剤です。手術は切除。放射線はがんを破壊、抗

がん剤は薬で全身を治療していくことです。

昔はお腹を全部切ってがんを取っていました。今は

医学が進歩して腹腔鏡手術が主流になりつつありま

す。放射線では重粒子線、普通の放射は体の正常な

細胞にも放射線が当たりますが、重粒子線は腫瘍に

対してピンポイントで当り体に負担が少ないと言わ

れています。この近くでは岡山の津山、兵庫、九州

にもあります。陽子線は九州指宿で受けることが出

来ます。

最近一番問題になっているのが、がんと心の関係で

す。がんと言われたら、どうしようというところで

一気にストレス状態になるそうです。私自身も真っ

暗になったことを覚えています。だいたい二週間く

らいでやっと少しずつ心が落ちいて、今後の対策、

闘っていく準備が出来るようになるのですが、それ

が出来ない方がいらっしゃいます。そういった方が、

鬱状態になったり適応障害になったり、本当の意味

で苦しんでいらっしゃるがんと心の問題があるとい

うことを知っておいてください。

経済的な負担がとても重いのが、がんという病気で

す。他の病気にしてもそうですが、長いというのが

大きな特徴です。健康保険から給付もありますし高

額療養費もありますが、これだけでは賄いきれない

のが、がんです。これ以外に食事代、差額ベッド代、

重粒子線は先進医療になりますので、自己負担です。

がんになってしまうと４人に一人が自己退職するか、

解雇される状態になっているそうです。

がんに負けない為に、がんは早期発見・早期治療が

一番大事です。

皆さん、検診は一年に一回されていますか。毎年行っ

ていても見つからないのが「がん」です。必ず一年

に一回は行って下さい。早期発見・早期治療です。

残念ながら絶対これをしたらがんにならないという

ものはありません。気を付けることは今日からでき

ます。脂っこい食事をずっと続けない、たばこも気

を付けてください。アルコールはほどほどに。

皆さんが出来るとしたら適度な運動がすぐ手軽にで

きると思います。ストレスたまっていませんか。

がんにならないために、健康的な食事、運動をして

ストレスをためない。煙草をやめて、アルコールは

ほどほどにして下さい。

二人に一人はがんになると言われています。いろん

な対策や情報を集めて、ご自分や周りの大切な方が

「がん」罹患された時にあわてず対応できる準備を

少しでもして頂ければと思います。

ご清聴ありがとうございました。
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『平成の 最後の例会 ガンで締め』

『板場年 世に連れ何故が 多過ぎた』

『余命でも 令和の御世も 謳歌する』

金澤 節生


