
八尾ロータリークラブ　2021－2022年度　　　会長　田中　康正　　　幹事　新宮　一誓

事務局　八尾市清水町1-1-6　八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ　072-991-2129　　ＦＡＸ　072-924-0010
URL　www.yaorc.com　　E-mail　 info@yaorc.com

例会日　毎週水曜日　午後０時30分－午後１時30分
例会場　八尾商工会議所３Ｆ
創　 立　1961（昭和36）年3月28日

国際ロータリー　第2660地区2021-2022年度

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」

vol.61
No.11

2021 9
22

 

●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「八尾ロータリー讃歌」

●ゲストの紹介

　　八尾市長　大松桂右様

　　ウアール，ミナ　ミネア　アレクサンドラ様

●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

●卓　話　　「コロナ禍の市政運営について」

　　　　　　　　　　八尾市長　大松　桂右　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

9/29　「私を語る」田中康貴会員・児林健太会員

10/6　地区米山奨学委員会直前副委員長

　　　　　清水清一様（大阪船場RC）

10/13　ガバナー公式訪問

10/20　溝畑　宏様

10/27　チェリスト　西川彩乃様

　　　　　ピアニスト　美越希様

　皆様こんにちは。本日も例会にご出席いただき、あり

がとうございます。

　本日の卓話者、メディポリス国際陽子線治療セン

ターの田中様、よろしくお願いいたします。がんの放

射線治療などに取り組んでおられるそうで、最新の治

療法などのお話を、楽しみにしております。

　またZoomで例会にご参加いただいている皆様も、あ

りがとうございます。

　ところで米山奨学生のウアール・ミナ・ミネア・アレク

第2893回  例会  プログラム

国際ロータリー　テーマ

奉仕しよう
みんなの人生を
豊かにするために
  国際ロータリー 会長　シェカール・メータ

ロータリー活動を通じて
『みんなに希望と笑顔を！  そしてロータリアンの成長！』　会長　田中　康正

八尾ロータリークラブ テーマ

会　長　の　時　間



サンドラさんは本日、Zoomでご参加いただいています。

学生生活で感じたことなどについてのレポートをいた

だいていますので、ご紹介します。

　「５年前に日本に来ましたが、最初は慣れていな

かったこともあり、戸惑うこともたくさんありました。しか

しだんだん慣れてきて、問題なく学生生活を送れるよ

うになりました。ところがコロナで状況が一変。講義は

すべてオンラインになり、ディスカッションなどもできな

い状態が続いています。なかなかモチベーションを維

持できず、仲間と会う時間もとれず、孤独感なども募っ

ています。ただ最近はリモートにも慣れて、メリットも感

じるようになってきました。新しい知識やスキルも身に

付きました。」

　彼女には、八尾ＲＡＣとも交流していただいています。

今後の活躍にも期待しています。

　さて、私が会長に就任してから２ヶ月あまりですが、

あっという間に過ぎた気がします。会長の時間にもい

ろいろなことをお話しさせていただき、勉強にもなりま

すし、いい経験になっています。

　ところで先ほど、SAAからも出欠確認の依頼がありま

したが、これと合わせてニコニコの方も、皆様のご協力

をよろしくお願いいたします。ニコニコは皆様ご承知の

通り、奉仕活動の原資となるものです。

　さて私は先日、取引先の会長と偶然お会いすること

がありました。一部上場会社の方ですがロータリアン

でもあり、八尾ＲＣの会員増強について、「熱心に取り

組んでいる」とお褒めの言葉をいただきました。何が

秘訣かを聞かれたりして、注目されていることを実感し

ました。それとともに、身の引き締まる思いもいたしまし

た。

　例会の開催についてはいろいろと悩みましたが、ハ

イブリッド形式で開催させていただいております。皆さ

んにもご協力をいただきながら、やってきてよかったと

感じております。こうした努力がなければ、ここまでの

増強はできなかったのではないかと思います。

　また、RCの会長をしているだけで信用にもなる、とい

うことも実感しております。これからも皆さんにも前向き

になってもらえるように、取り組んでいきたいと考えて

おります。

　ところで今月は、ロータリーの友月間です。先週は、

卓話もしていただきました。新入会員の皆さんも、ロー

タリーの友はお読みになりましたか。ぜひ、ご一読くだ

さい。

　友を読んでもっとロータリーを知って、さらに活動に

取り組んでいっていただければ、と思います。

　さて私は更生活動にも取り組んでおりますが先日、

女性の対象者について就労支援の依頼があり、面接

を行うなどしました。更生には住居と仕事が必要という

ことで面接を重ね、彼女にはどのような仕事が合うか、

また職場の人間関係などについても考えておりました。

　その結果、葬儀業のお仕事が良いのではないかと

考え、藤田会員に面会していただくことにしました。藤

田会員から仕事の内容などを説明してもらい、本人も

関心を示してくれました。

　その彼女から手紙をもらいましたので、ご紹介します。

「仕事の内容の話や、ロータリーの話もたくさん聞かせ

ていただき、ありがとうございました。ぜひお世話にな

りたいと思います。また本までいただき、ありがたく思っ

ています。私もこれから努力し、信用を取り戻していき

たいと思います。更生にあたって、生活面でも支えて

いただけるのが、とてもうれしいです。」といった内容で

す。

　やはり相手のことを考えて取り組んでいくことが、とて

も大切だと思います。更生とは、ただ犯罪を繰り返さな

いだけでなく、社会貢献をしていくことも重要です。今

回のケースでは、自社だけではなく、藤田会員にもご

協力をいただき、ありがとうございました。

　皆様もご協力いただければ、ありがたく思います。

▼新会員の名簿のシールを本日、受付で配布して

います。

▼今年度の国際大会が、来年6/4～8にアメリカ・

ヒューストンで開催されます。案内を事務局からお

送りしています。参加される方は、お申し出くださ

い。

▼SAA　西村　衛　委員長

　毎週、例会の出欠について確認させていただい

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告



ておりますが、返信をいただきますよう、皆様のご

協力をよろしくお願いいたします。

「陽子線治療について」

▼メディポリス国際陽子線治療センター・

　　　田中　耕太郎　様

　私はこれまで、病院で主に営業職として働いてき

ました。現代は「２人に１人はがんになる時代」とも

言われています。そして「３人に１人はがんで亡くな

る」とされています。

　３大疾患として心疾患、脳疾患、がんがあります

が、このうち他の２つは治療を待っている時間があ

りませんが、がんについては治療方法を決める時

間があるのが特徴です。

　このため、がんについてはよく知ることが大切です。

一般知識としてがんは、細胞分裂のときの遺伝子

のコピーミスで始まります。このコピーのミスは、毎

日発生しているのですが、免疫細胞が弱まるとがん

が発生します。特にたばこが原因となると指摘され

ています。

　がんは目に見えないものですが、活発に成長す

るようになるまでは10～20年かかります。最近は検

査の精度も高まり、0.5cm大のがんも検出できるよう

になってきています。

　がんの５年生存率を見ますと、やはり早期に治療

すれば、生存率も高まる傾向が見られます。ステー

ジが進むと、それだけ生存率は低くなります。この

ため、早く見つけることが大切です。５大がんに関し

ては、どれでもこれは同じです。

　したがって、体の異変を感じたら、すぐ病院へ行く

ことが重要でしょう。できるだけ早く検査を受けるよう

にしてください。

　がんの治療法は大きく分けて３つあります。手術

療法と化学療法、そして放射線療法です。このうち

どれか１つを選択して、あるいは複数を併用して治

療することになります。

　放射線治療のうち、粒子線の陽子線による治療を

私どもでは行っています。陽子線による治療は日

本で多く使われていますが、関西も比較的多い傾

向があります。

　次にＸ線治療と陽子線治療の違いですが、陽子

線ならピンポイントで照射できるので、体へのダメー

ジや副作用が比較的少なくてすむメリットがありま

す。余計な被ばくも避けることができます。さらにそ

の結果として、社会復帰も容易になることも期待で

きます。

　ここで、メディポリスについてご紹介します。施設

は、鹿児島県の指宿市にあります。リゾートホテル

の跡地にセンターを作りました。ここには加速器な

どの設備もあります。陽子線の患者数では、当セン

ターが全国でもトップです。実績を見ていただくと、

当センターの特徴もおわかりいただけると思います。

件数から各施設の得意分野がわかりますが、当セ

ンターでは転移性のがんなどが多くなっています。

治療の回数や期間については、さまざまなケース

が考えられます。

　例えば前立腺がんであれば、陽子線治療なら完

治率が高くなり、尿漏れも少なくなる傾向があります。

さらには再発も少なくなるなどのメリットがあります。

治療の前には、ぜひ真剣にご検討ください。

　このほか膵がんについては、他の医療機関で「手

術できない」と言われたような患者さんに対しても、

治療を行っています。陽子線治療と抗がん剤を併

用したりして、治療効果が高く、身体にやさしいの

が特徴です。

　相談のフローについてはまず、コールセンターで

受け付けた後に自宅でのＴＶ相談を行います。セ

カンドオピニオンの相談も応じています。治療のフ

ローに関しては、ホテルに宿泊していただきながら

の治療となります。いわゆる「滞在型」の治療です。

　治療の合間にアクティビティなども体験していた

だきながら、さらには温泉につかりながら、ゴルフも

しながら、「がん友」も作って、釣りも楽しみながら、

卓 　 　 話



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 ▼ 長竹　　浩　　副委員長 ▼ 谷口　善紀
委　  員 ▼ 高井・吉本・北野・竹原・松岡

治療に取り組んでいただけます。がん保険に加入

している方は、保険で交通費と宿泊費をカバーで

きます。

　がん研有明病院についてですが、がん研究会は

民間施設として日本最大のがん専門病院です。セ

カンドオピニオンの相談に活用することも可能です。

センター長が対応し、相談先を紹介することも可能

です。

　もしもがんになったときのために備えて、がんの相

談ができる方を数名確保しましょう。そして、生命保

険にも加入しましょう。さらに医療機関のコネをたく

さん作っておくことも、お勧めします。

　皆さんもどうぞ、がんの「患者力」を高めてください。

早期発見に努めるため、毎年がん検診を受診して、

予防に努めてください。

▼田中会長　本日も例会出席ありがとうございます。

本日の卓話者、メディポリス国際陽子線治療セン

ター田中耕太郎様、宜しくお願いします。ゲスト、ウ

アール，ミナ　ミネア　アレクサンドラさん、ごゆっくり

して下さい。

▼児林副会長　少しコロナも落ち着いてきたようで

す。しかしまだまだ油断は出来ません。田中様、本

日卓話よろしくお願いします。

▼新宮幹事　田中耕太郎様、本日卓話宜しくお願

いします。私がガンになったら、相談にのって下さ

い。

▼寺坂会員　会社で作ったカボチャをスープにし

て食べました。美味しかった。

▼山本（昌）会員　小話①キリンは夜行性らしい！

朝日（アサヒ）をいやがる。今年の忘年会を楽しみ

にしております。

▼中川会員　良い事が有ります様に。例会欠席お

詫び。

▼山本（勝）会員　岡山県のピオーネを買いに行き

ます。すごく甘いそうです。

▼井川・福田会員　良い事が有りました。

▼宮川会員　本日欠席申し訳ありません。来週言

い訳させて頂きます。

▼西村会員　シール有難う。

▼小谷会員　祝、日経平均株価31年振りの高値。

総理大臣やめたら3000円上がりました。本人は

ショックでしょうねえ。

▼富田会員　涼しくなってきました。でも・・・まだす

ぐに汗をかきます。もっと腹周りをスリムにしない

と・・・

▼鍋島会員　本日、鐘の準備遅れ申し訳ありませ

ん。ニコニコ御協力ありがとうございました。

▼三木会員　田中部長、本日の卓話よろしくお願

いします。

▼原田会員　本日もよろしくお願いします。みな様

健康管理に気をつけましょう。

▼竹中会員　えらいめにあいました。

▼加藤会員　田中様、お話楽しみにしております。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

■ 出席報告

月日

9/1

9/8

9/15

会員数

68

68

68

出席

42

45

40

うち出席規定
適用免除者

10

7

8

メーク
アップ

1

出席率

75.00％

84.91％

74.07％

確定
出席率

76.79％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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