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例会場  日信ビル ２Ｆ

点鐘   12:30

会長    岩崎一隆

幹事    佐藤 淳

司会    金子淳美

お客様の紹介

親睦活動委員長 田原春夫

✰斉唱

奉仕の理想

  今月の歌 「早春賦」

✰唱和

四つのテスト 山岸茂夫

✰本日のビジター

岩槻ロータリークラブ

  会長  小田光司様

  幹事  田中芳明様

✰本日のプログラム

会員卓話

     宮野訓夫

「がんについて」

      

下記文書が届いております。

Japan Office より

・３月のロータリーレート １ドル 116 円

地区事務所より

・第１回日本 RYLA セミナー開催案内

・訃報：パストガバナー秋山 博様 ご逝去

２月 11 日 100 歳

お別れの会 ３月12日(日)午後5時～ 浦和ロイヤルパインズ

・RID3750地区韓国青少年交換訪日受け入れの御礼

今後の例会について

第７グループＩＭについて

・２月２５日（土） 15:00点鐘  於：幸手ホテルグリーンコア

参加予定者には詳細をFAX送信致します。

３クラブ合同例会について

・３月１６日（木） 17:00点鐘 於：岩槻 料亭ふな又

皆様こんにちは。２月第４例会に出席

頂きましてありがとうございます。

久喜ロータリークラブとの夜間合同例会、

韓国の高校生をお招きした歓迎例会と夜間例

会が続きました。この例会場での例会は久し

ぶりです。

先週金曜日に成田を出発し、タイへ行って参りました。国際奉

仕活動の検証に行ってきました。バーン・メ・サレーブ村の水施

設支援事業を見てきました。バンコクからチェンマイへ、チェン

マイから車で４時間、ミャンマーとの国境の村です。アカ族とい

う回遊民族の村で集落には６０軒が暮らしていました。山岳の村

で、水を１キロ下まで、瓢箪をかごに担いで汲みに行っていたの

を４キロ先の水源から水道を通した施設を見てきました。大変な

作業を毎日していたのが、すごく改善されたようです。村中の人

が、正装で歓迎してくれました。案内をしてくれた、黒木名誉会

員の娘さんも初めて見たといっていました。詳しくは、後日時間

を頂いてお話しできればと思います。

今日は、宮野会員に卓話をして頂きます。チャリティーコン

サートの寄付をお願いに伺った際に厚かましくも卓話をお願いし

ました。快くお引き受け頂き有難うございます。

後ほどよろしくお願いします。

以上、会長挨拶とします。本日もよろしくお願いします。
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クラブ研修リーダー    黒須雅行

✤宮崎南・蓮田合同研修について

日 時：４月 26 日

場 所：東京ベイコート倶楽部

登録料：￥15,000

講 師：パストＲＩ会長 田中作次様

    パストガバナー 中村康治様

＊入会 5 年未満の方は義務出席となります。

国際奉仕委員長      川田金造

✤国際奉仕事業 水 検証 タイ訪問の報告

実施期間：2 月 17 日～２１日

メンバー：岩崎一隆・川田金造

黒須雅行・加藤 始

          

岩槻 RC 田中芳明幹事  小田光司会長

表敬訪問が大変遅くなりました。

この度の３クラブ合同例会には大勢のご登録

をいただき有難うございます。

朝日新聞掲載

2017.2.17
（野村 均会員）
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今はがんで死ぬ時代

「癌」とは何か
細胞分裂のコピーミス

「がん」の予防
予防法

  ①正しい生活習慣を身につける

生活習慣病（糖尿病・高脂血症・高血圧など）

Ａ運動

  歩行又はそれと同等以上の身体活動を

毎日 60 分行う。さらに息が弾み汗をかく程度

の運動を毎週 60 分行う

  Ｂ禁煙

Ｃアルコール

30ml 未満/日 日本酒１合 or ビール 500ml

       強い酒は避ける

   D 睡眠    
   ７時間 22:00～5:00

   22:00～2:00 成長ホルモンが分泌される

           傷んだ DNA を修復する

②－１食べ物・食べ方に注意

がんの発生要因の 30％は食事といわれており

（がんの最大の原因は喫煙です）普段の食事の

とり方に注意することで、がんの危険性を減ら

すことができます。

●「がん」を誘因

赤身の肉 塩分 カビた食べ物（アフラトキシン）

●「がん」を防ぐ

ニンニク（ファイトケミカル；皮の部分に多い）

キノコ類（ベーターグルカン；免疫アップ）

コーヒー（５杯で肝がんのリスクを 76％下げる）

デザイナーフーズ・プログラム

アメリカの国立がん研究所が「がんを予防する可

能性のある食品」をリスト化したものをデザイ

ナー・プログラムと呼んでいます。これには野

菜・くだもの・ハーブなどの食品群 40 種類ほど

があげられています。そしてこれらを見やすく、

わかりやすくするため、食品をピラミッド状に３

群に分け、ピラミッド上の段ほどがんの予防効果

の可能性が高いとしています。これをフードガイ

ドピラミッドと呼んでいます。

②－２食べ方

１）塩は少なめに（１日１０g以下目標）

２）緑黄色野菜・果物をとる（１日４００g 目標）

３）熱いものは冷まして食べる

４）食物繊維をたくさんとる

５）様々な食品をバランスよく食べる

６）腹八分目（食べ過ぎないこと）

７）脂肪は少なめに

８）体を冷やさない食べ方

③心穏やかに生活する

過剰なストレス・・・・

１.活性酸素が過剰に発生する→細胞の DNA が傷つく

２.睡眠障害を引き起こす→DNA の修復力が低下

３.血流を悪化させる→体温＆代謝の低下→免疫力低下    

治療法
１.手術 ２.放射線療法 ３.化学療法

標準治療と補完療法 西洋医療に限界→補完医療

（東洋医学）を取り入れるようになってきた

「いいとこどり」医療 → 総合医療ともいう

補完療法（保険外）

・漢方薬 ・サプリメント（きのこ類）

・高用量ビタミン注射 ・乳酸菌での腸内免疫活性

・ホルミシス療法（弱放射線） ・温熱療法

・免疫療法（樹状細胞ワクチン療法）・・・☆

第４の治療法

  「免疫療法」樹状細胞ワクチン療法

・生存率 70％の成績

・自由診療のクリニックで行われている

・１クール 200～300 万

最後に・・・・

「治す」という強い意志を持って、

前向きに治療に取り組む。

太り過ぎや痩せ過ぎ
｢がん｣のリスクを上げる

BMI25～26.9 がベスト
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小田光司さん 大変遅くなりましたが、表敬訪問に参

りました。また３クラブ合同例会にた

くさん登録していただきありがとうご

ざいます。よろしくお願い致します。

田中芳明さん 会長同様 3 クラブ合同例会登録ありが

とうございます。本日は宜しくお願い

致します。

岩崎一隆さん 例会への出席ありがとうございます。

岩槻 RC 小田会長、田中幹事おいで

頂きありがとうございます。宮野さ

ん、本日の卓話よろしくお願いしま

す。

佐藤 淳さん ２月２２日 本日もご出席ありがとう

ございます。岩槻ロータリークラブ小

田会長、田中幹事ご来訪ありがとうご

ざいます。来月の３クラブ合同例会よ

ろしくお願いします。宮野さん、本日

は卓話ありがとうございます。よろし

くお願い申し上げます。

宮野訓夫さん これから出席日を増やします。

深江瑞枝さん いらっしゃいませ。岩槻ロータリーク

ラブ 会長小田光司様 幹事田中芳明

様。卓話 宮野訓夫会員よろしくお願

い致します。

金子淳美さん 本日もよろしくお願いします。岩槻

ロータリークラブ会長 小田様、幹事

田中様ようこそおいで下さいました。

卓話宮野さんよろしくお願いします。

黒須雅行さん 岩槻 RC 小田会長、田中幹事ようこ

そ蓮田 RC へ。宮野さん、卓話楽しみ

にしております。

武藤倫雄さん 岩槻 RC 小田会長、田中幹事ようこそ

お越し下さいました。宮野さん卓話よ

ろしくお願いいたします。

田原春夫さん 岩槻ロータリークラブ小田会長様、

田中幹事様、本日は宜しくお願い致し

ます。宮野会員卓話宜しくお願いしま

す。

田中政司さん 宮野さん、卓話楽しみです。日増しに

日差しが強くなり、春も間近かです

ネ。

塚本 晃さん 宮野さん、本日は卓話よろしくお願い

致します。

渡辺 圭さん 本日の卓話、楽しみにしております。

どうぞよろしくお願い致します。

岩崎 理さん ２/７無事に第 3 子（長女）が誕生し

ました。ありがとうございます。本日

も宜しくお願いします。

加藤 始さん 秘境から只今もどりました。本日もよ

ろしくお願い致します。コップンカﾂ！

川田金造さん 皆様のおかげ様で、タイに行って来ま

した。

秋葉功四郎さん 本日も宜しくお願い致します。

小林健男さん 本日はよろしくお願いします。

関根 浩さん 本日もよろしくお願いします。

山岸茂夫さん 本日もよろしくお願いします。

島村 功さん 本日もお世話になります。

土橋藤男さん お世話になります。

波多野勝治さん お世話になります。

増田雅暢さん

齋藤 清さん  

栗原 均さん 蓮田市社会福祉協議会よりの費用

弁償として

本日の合計 累計 総数

￥40,000 ￥1,668,500 26 名

目標額  ￥2,000,000

56 24

（0）
28 7

（出席免除４）

本日の出席率 59.62％

修 正 出 席 率(２/9） 100%

例会場＆事務所 蓮田市本町 4-１１

           日信ビル 2F

例会日 水曜日 12:30～13:30

ＴＥＬ 048-765-1288

ＦＡＸ 048-765-1289

ｅ-mail hasudarc@gmail.com

http：//www. hasuda-rotaryclub.com/

会 長    岩崎一隆    幹 事 佐藤 淳

会長エレクト 田中政司    副会長 波多野勝治

副幹事    栗原 均

クラブ広報委員長  渡辺 圭

    副委員長 山岸茂夫

     委 員  土橋藤男 近藤敬男 熊倉 清

          栗林 学 宮野訓夫 斉藤啓崇

          齊藤清和


