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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「四つのテスト」

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

12/18　「半期を振り返って」　笠井　実会長

1/8　　　新年初例会　シェラトン都ホテル　18：00～

1/15　　阪神監督　矢野様

●２０２１－２０２２年度会長・田中　康正　会員

　　拍手多数で承認

●２０２０－２０２１年度 理事役員

会 長　：　飯田寛光

直前会長　：　笠井　実

副 会 長　： 吉本憲司

幹　　　事　：　松井良介

会　　　計　：　小谷逸朗

Ｓ  Ａ  Ａ　：　北野和男

クラブ奉仕担当理事　 ：　吉本憲司

職業奉仕担当理事  　：　相馬康人

社会奉仕担当理事　  ：　平尾貴英

国際奉仕担当理事　  ：　曽家清弘

青少年奉仕担当理事　：　吉田法功

会長エレクト　：　田中康正

　　拍手多数で承認

●定款・細則の変更

笠井　実　会長

　ローターアクトクラブ（RAC）の運営費用について、ご説明し

ます。他のRACでは、例えば大阪中之島RCでは年間20～30

万円を、また東大阪RCは70万円でしたが来年からは減額し
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年次総会を開催

八尾ロータリークラブ テーマ 会長　笠井　実



て50万円を拠出されているそうです。もちろん、どれだけ支

援するかによって金額は変動します。

　一方、当クラブでは近年、ニコニコが毎年100万円ほど余る

状況が続いています。また会員数も増えており、地区からも

補助金として来年以降毎年20万円が3年間出ます。

　こうしたことから我がクラブでも、RACを運営していく力は十

分にあると考えています。

　また、そのためには定款・細則の変更が必要ですので、年

次総会に諮らせていただきたいと思います。青少年奉仕部

門にローターアクトを追加する内容に改正したいと思います。

　なお本日の年次総会をもって、指名委員会は解散いたします。

　　拍手多数で承認

　先日、八尾中央ライオンズクラブの45周年記念式典に

参加してまいりました。ライオンズクラブでは「ロアー」をさ

れますので、私もやってまいりました。

　なおこの日の式次第は、当クラブの周年の参考としてい

ただくため、飯田会長エレクトにお渡ししたいと思います。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼13、14日に今年度の地区大会が開催されます。ネー

ムプレートを本日お配りしておりますので、当日忘れず

にお持ちください。

▼7日、17：30からイルミネーションの点灯式を行います。

▼次週は忘年家族会を開催しますので、昼の例会はあ

りません。お間違えないよう、お願いいたします。会場

はコンラッドホテル大阪です。

▼親睦活動委員会・山本　勝彦　委員長

　次週、忘年家族会を開催します。現在、会員41名、ご家族

も含め計65名が参加予定です。まだ追加でのご参加も、お

待ちしております。

　当日は17：30から例会、18：00から忘年家族会です。なお、

お昼は例会がございませんので、ご注意ください。

▼社会奉仕委員会・川田　隆　委員長

　7日（土）17：30より、本町２丁目公園でロータリーデーのイ

ルミネーション点灯式を開催します。

　当日は東大阪と八尾のRACがお手伝いをしてくれるほか、

子ども食堂や輝の子どもたち、そして大松市長も参加してく

ださいます。多数のご参加をお待ちしております。

▼野球同好会・田中　康正　主将

　金曜に大阪天王寺RC野球部と親善試合を福万寺グラウン

ドで開催します。大阪天王寺RCでは、次年度から野球部を

結成するそうです。お時間あれば応援、参加をよろしくお願

いいたします。

「最新のがん治療あれこれ」　

▼佐々木　洋　会員

　当初は健康についての卓話を依頼

されたのですが、皆さん健康な方ばか

りですので、本日はがんについてお話

しさせていただきます。

　がんの治療法には、３つの柱があります。手術、放射線治

療、化学療法（抗がん剤）です。また最近は、４つめの柱とし

て緩和ケア（苦痛を和らげる療法）というものもあります。

　歴史的には華岡青洲という人が1804年、世界で初めて全

身麻酔による手術を成功させました。

　がんという病気では、目に見えない小さながん細胞が周囲

に広がっている場合、手術療法で広範囲に切除するというの

が、がん手術の基本です。しかし近年では、早期のがんなら

そこまで大きく取らなくても治ることがわかってきました。この

ため、縮小手術になってきています。

　その方が痛みは少なく、回復も早いです。また、できるだけ

臓器を残す方向性になってきています。例えば乳房温存や、

肛門機能温存などの手術があります。

　また最新の技術では、腹腔鏡手術やロボット手術というもの

も出てきています。かつての乳がんでは乳房からその周辺ま

で、大きく切除していました。しかし現代は、しこりが小さけれ

ばできるだけ乳房を温存するようにします。また大きながんで

乳房切除した場合は、人工物で乳房を再建します。

　直腸がんになると、昔は人工肛門になりましたが、最近は

肛門もできるだけ残すようになってきています。技術の進歩

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告

会　長　の　時　間



により、工夫した治療ができるようになってきました。

　このほか早期のがんには、内視鏡切除が行われています。

ただしこれは、早期でないとだめです。

　腹腔鏡手術では、お腹に炭酸ガスを入れて膨らませ、手術

を行います。そして医師は、モニタを見ながら手術をします。

腹腔鏡手術のメリットは、傷が小さく痛みも少ないことです。こ

の他、癒着も少なく、回復も早いです。手術の際の傷が小さ

くてすむおかげで、１年もたてば跡もわからなくなるほどです。

また、拡大して見ることできるので、繊細な手術が可能になり

ます。胆石やヘルニアなども、腹腔鏡手術で行われています。

　さらなる革命は、ロボット手術です。ロボット手術の場合、手

術者は手術台とは離れたところでロボットの操作をします。基

本的には１人で手術ができることになります。利点は安定性

や関節が多いのでいろんなところに届く、ということです。そし

て一番のメリットは、遠隔操作ができることです。八尾の手術

をニューヨークで執刀する、ということも可能になるかもしれま

せん。それでもこの設備はまだ高額で、３億円ぐらいします。

　またシミュレーション手術というものもあります。３Dで事前に

手術のシミュレーションができるのがメリットです。またこの技

術を応用して、術中にナビゲーションとしても使えるように

なってきています。まさに「ハイテク手術」です。

　がんについてはこのところ、「予防切除」というものが増えて

きています。ハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが

行ったことでも有名ですが、これからは「がんになる前にとっ

てしまう」という時代が来るかもしれません。

　次に放射線治療ですが、これはがん細胞のDNAに損傷を

あたえ、死滅させるものです。早期なら、手術とほぼ同等の

効果が得られるまでに進歩してきています。今の主流はピン

ポイント照射です。またエックス線などの他に、重粒子線など

もあるのですが、かなり大がかりな設備が必要です。

　そして化学療法ですが、これは抗がん薬物を用います。殺

細胞性抗がん剤というものでは、がん細胞だけでなく正常細

胞の損傷も大きいです。また分子標的治療剤は、がん細胞

だけを狙い撃ちするものです。

　このほか免疫療法というものもあります。

　化学療法は、より広い範囲に治療の効果を及ぼすことでき

ます。最近のがん治療では、仕事を続けながら、外来で治療

するという人もいます。

　ただ、副作用はどうしてもあります。貧血や倦怠感、脱毛な

どが代表的なものです。ただし、これらは治ります。

　また最近では「ゲノム医療」というものもあります。がんの遺

伝子を調べ、それにあった治療を行うものです。たとえば同じ

肺がんでも、日本人とアメリカ人では内容が異なる場合もあり

ます。そのため個別のケースで遺伝子を調べ、それに最適な

治療を行う、ということも始まっています。

　オプジーボなど「免疫チェックポイント阻害剤」というのは、リ

ンパ球とがん細胞が結合できないようにするものです。かつ

ては非常に高額なものでしたが、最近は当初に比べると価格

や負担額も下がってきています。

　キムリアなどは、遺伝子を改変してやっつける力を強めてか

ら体内に戻す、という治療法です。

▼笠井会長　年次総会、よろしくお願いします。佐々木会員、

卓話よろしくお願いします。

▼山本（勝）直前会長　来週の忘年家族会、御参加よろしく

お願い致します。池尻様、商工会議所会頭職、お疲れ様で

した。また秋の叙勲、おめでとうございました。山口智士様、

新会頭おめでとうございます。

▼飯田会長エレクト　佐々木先生、先日はお世話になりまし

た。本日の卓話、宜しくお願いします。

▼小谷副会長　師走になりました。皆様お体に留意されラス

トスパートをかけましょう！

▼吉田幹事　本日声がでません。お聞きぐるしいですが、よ

ろしくお願いします。佐々木会員、卓話よろしくお願いします。

▼中島・井川会員　在籍内祝い。

▼居相会員　佐々木先生、本日の卓話よろしくお願い致しま

す。「ガン治療」楽しみであり、恐くもあり・・・・。

▼中西（啓）会員　飯田さんありがとうございました。佐々木先

生大変お世話になりました。例会欠席お詫び。

▼寺坂・中川（廣）会員　例会欠席お詫び。

▼中川（將）会員　良い事が有ります。佐々木会員、本日卓

話よろしくお願い致します。誕生内祝い。

▼小山会員　ご夫人誕生日。

▼山口会員　佐野先輩、ビジネスマッチング博では、ご子息

様には大変お世話になりました。

▼稲田会員　良い事が有ります様に。ニコニコ金額レース、

小谷副会長にリードしています。

▼川田会員　12/7、ロータリーデー八尾にぎやかになります。

皆さん、ぜひおこし下さい。

ニ　コ　ニ　コ　箱



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 新宮　一誓　　副委員長 ▼ 吉本　憲司
委 　員 ▼ 福田　隆教　　相馬　康人　　竹中　浩人

■ 出席報告

月日

11/20

11/27

12/4

会員数

66

66

66

出席

48

40

46

うち出席規定
適用免除者

13

12

16

メーク
アップ

1

出席率

85.71％

72.23％

77.97％

確定
出席率

87.50％

▼田中会員　ボクシング人生９年、初のKO負けしました。こ

れも自分にとっては良い経験です。この屈辱をバネに、更に

強くなる決意です！！濵岡さんありがとうございました。PS、

相手は４３才、元プロ。

▼濵岡会員　佐々木会員、本日卓話楽しみにしております。

在籍内祝い。誕生内祝い。

▼長竹会員　小谷さん、稲田さん、児林さん、お世話になりました。

▼宮川会員　家族忘年会、皆様出席宜しくお願いします。

▼西村会員　良い事が有ります様に！

▼富田会員　野球部、金曜日の練習試合宜しくお願いします。

▼大熊会員　誕生内祝い。

▼藤田会員　昨日、少しキャッチボールをしたら肩が張って

ます。例会欠席お詫び。

▼相馬会員　本日は年次総会です。よろしくお願いいたします。

▼平尾会員　佐々木先生、先日はありがとうございました。卓

話よろしくお願いします。

▼倉内会員　ご夫人誕生日。例会欠席お詫び。

▼三木会員　前々回の卓話、ありがとうございました。誕生内

祝い。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

日時：２０１９年１２月４日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告

3.６０周年実行委員会組織表の件

4.八尾RC定款細則変更の件

5.在籍（５０年）祝い品の件

6.秋の親睦旅行収支報告書の件

7.忘年家族会ピアノ先生・事務局参加の件

8.忘年家族会金光八尾高校ＩＡ顧問参加の件

9.卓話お礼お土産代の件

10.会員名簿追加シールの件

11.新年初例会の件

12.リース期間満了に伴う契約手続きの件

13.事務局年末年始休暇の件（12/28～1/5）

理事会議事録

今後の予定

月 火 水 木 金 土 日

地区大会

理事会

もちつき

イルミネーション
点灯式

忘年家族会

（休会）

疾病予防と治療月間月

月 火 水 木 金 土 日

職業奉仕月間

（休会）

理事会
新年初例会

月
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