
ロータリー親睦活動月間

 ６月１５日（金）  ６月２２日（金）  ６月２９日（金） ７月６日（金） 

祝福 ＩＤＭ 第１回理事会 10：30～

卓話 一ノ瀬 芳翠様 １８：００～ 休会（定款８－１） 第１回クラブ協議会 11：15～

例

会

予

定 ホテルプラザ勝川 クラブフォーラム

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp     E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

春日井ロータリークラブ 
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クラブテーマ 

ふれあい緑道

本日のプログラム 

司会     会場委員会 

・点 鐘            近藤 太門君 

・ROTARY SONG   「奉仕の理想」 

・今月の歌   「故郷」 

・ビジター紹介              近藤  太門君 

春日井市消防長       大谷 雅人様 

消防司令補         津崎 挙彦様 

消防司令補         伊佐治 博様 

消防司令補         伊藤 智広様 

消防総務課教養担当     佐藤 正典様 

中部電力㈱         内藤 修久様 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶           近藤 太門君 

・入会式 

・消防職員表彰 

・卓話 春日井市消防長     大谷 雅人様  

・幹事報告                     加藤 宗生君 

・点 鐘                  近藤 太門君 

今月の歌  

   「故郷」 

うさぎ追いし かの山 

小鮒つりし  かの川 

     夢はいまも  めぐりて 

     忘れがたき  故郷 

  先週の記録  

会長挨拶        会長 近藤 太門君 

先日「ロータリーの友 5 月号」をパラパラとめくっ

ていましたら、ロータリーの最も重要な米山奨学の

発案者の米山梅吉氏の生誕 150 年を記念して、「漫

画、米山梅吉ものがたり」が発刊されたとの事です。 

２０１８年６月８日（金）２３６９回（６月第２例会） 

価格は1冊税別500 円との事です。又、この本は漫

画ではありますが、中高年向けに書かれているそう

ですので、機会があれば一度みて下さい。又、別の

ページには今後のＲＩの世界大会の予定が記事にな

っていました。今年はご存知のように6月23日～27

日までの日程でカナダ・オンタリオ州のトロントで

開催されます。来年の2019年6月1日～5日にかけ

て、ドイツのハンブルグで、2020年6月6日～10日

予定でハワイ・ホノルルで開催されます。更に2021

年 6 月 12 日～16 日にかけて、台湾の台北で開催さ

れます。来年以降は行き易い所のようですので、出

かけてみてはいかがでしょうか？ 

幹事報告         幹事  加藤 宗生君 

第１２回理事役員会  

下記の審議事項につきまして、全て可決承認され

ました。

第 1号議案：開始貸借対照表並びに５月度収支承
認の件

第 2号議案：三カ国国旗購入の件
第 3号議案：春日井市交響楽団賛助会員継続加入
の件

第 4号議案：姉妹都市市民の会会費の件
第５号議案：近藤 秀樹君退会の件

第６号議案：西尾 隆吏君入会の件

＊６月８日（金）

＊卓話 春日井消防長 大谷 雅人 様

＊入会式       三上  努 君

会      長 ：近藤  太門 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：加藤 久仁明 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：野浪  正毅 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：加藤  宗生  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：古屋  義夫 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



◎例会変更のお知らせ

岩 倉 6月 19日（火）→6月 16 日（土） 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為  

名 古 屋 城 北 6月 19日（火） 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為  

瀬 戸 北 6月 19日（火）18：00～ 

Ｒ Ｃ 親睦例会の為  

犬 山 6月 19 日（火）→23 日（土） 

Ｒ Ｃ 最終例会の為 

愛 知 長 久 手 6月 19（火）12：30～13：30 

Ｒ Ｃ 通常例会の為 トヨタ博物館 

名 古 屋 大 須 6月 21日（木）18：30～ 

Ｒ Ｃ 最終夜間例会の為 名古屋東急ホテル 

名 古屋丸の内 6月 21日（木）18：30～ 

Ｒ Ｃ 会長幹事慰労夜間例会の為  安江 

尾 張 旭 6月 22日（金）→6月 23 日（土） 

Ｒ Ｃ 親睦夜間例会の為  

◎例会休会のお知らせ

名古屋北ＲＣ      ６月２２日（金）休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 53名 欠席 20名 出席率 62.2% 
先々週の修正出席  欠席 3名 出席率 94.3% 

ニコボックス報告   委員長   芝田 貴之君 

○今年度、最後の理事会無事終了。近藤会長お疲

れ様でした。          山田  治君 

                青山 博徳君                      

○先日、ケローナ姉妹都市「友情の輪」建設の募

金をお願いしました。宜しく。私は姉妹都市市民

の会の会長ですので。      松尾 隆徳君 

○近藤支店長、ご栄転おめでとうございます。本

店営業部でも頑張ってください。 杤本 正樹君 

○大変お世話になりました。ありがとうございま

した。             近藤 秀樹君 

○本日 7/1付の転勤内示を頂きました。 

                小野寺 誠君 

○楽しい最終月例会になるように。宅間 秀順君  

○しばらくは、日本です。    新美 治男君 

○新井先生の卓話楽しみです。 

足立 治夫君  稲垣 勝彦君  梅村  守君 

大原 泰昭君  小川 茂徳君  小柳出和文君  

加藤  茂君  加藤 宗生君  近藤 太門君 

川瀬 治道君  貴田 永克君  清水  勲君  

社本 太郎君  下田 育雄君  成瀬 浩康君 

速水 敬志君  藤川 誠二君  古屋 義夫君 

場々大刀雄君  屋嘉比良夫君  野浪 正毅君   

和田 了司君 

ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 

卓話  

ラベールミラクリニック院長   新井根洋様 

私は開業するまで麻酔科医、救急医、外科医とし

て経験を積みました。こういうと、そんなに資格

とってすごいね、と言われることもありますが、

医師の資格というのは一つであって、医師免許が

あれば何科医でもすぐに名乗ることができます。

ただ、本当にその技術や知識があるかはまた別の

話ですが。そうして修行していく中で、人間の生

命力の強さと同時に儚さを感じておりました。特

に命の現場を見れば見る程、健康の大事さがわか

り、健康に過ごすにはどうすればいいか、そもそ

も健康とは何か、と色々考えるようになりました。 

健康と言ってもたくさんのテーマがありますが、

今日は突然降りかかる病気や癌についてお話しし

ます。今、癌は治る時代と言われます。癌は治る

のか。その答は、その答えはその通りで、癌とは

いえ現実的に治る時代になっており、昔のように

癌イコール死亡宣告だった時代とは変わりました。

でも治らない癌もあるじゃないか！それもその通

りです。全ての癌が治るわけではない、それもま

た事実です。誰だって癌にはなりたくありません。

しかし、寿命が延びたことによって癌ができる確

率は上がりました。平均寿命が 50の頃は癌になる

前に結核や肺炎などで亡くなっていました。とこ

ろが現代では、細胞が衰える歳まで長生きする時

代であり、癌というのはある意味必然的に起こる

ものだと考えてください。統計上、2 人に 1 人は

癌になります。私を含めここにいる皆さんのうち

半分はかかってしまいます。でも実は癌が死因と

なるのは 4人に 1人なのです。つまり、ちょっと

大雑把に言えば 2人に 1人は癌になるけど、その

半分の人は癌で亡くなるわけではないのです。環

境や遺伝子の影響がありますが、今のところ癌の

決定的な要因はわかっていません。ロシアンルー

レットのように誰にでも降りかかってきます。で

は頭を切り替えて考えましょう。一定の割合で必

ず当たってしまうなら、当たるのは仕方ないと考

えてどうしたらそれを越えられるか。つまり癌に

なる 50%になるのは仕方ないにしても、その中で

生き延びる 25%に入ればいいわけです。そのため

にはまずとにかく早期発見早期治療です。癌は早

ければ早いほど治ります。ステージ 1の乳癌、肺

癌の根治率は 90％以上もあります。癌というのは

突如発生するのではなく、目に見えないほどの癌

細胞が発生し、数ヶ月から数年かけてようやく見

えるほどの大きさになります。ステージ 4と呼ば

れる末期ガンがゼロから1週間で発生することは

ありません。そこにいくまでに数年かかっており

その数年間に発見できるチャンスはあったのです。 



会長挨拶 近藤 太門君 

例会風景 

委員会報告 

春日井安全アカデミーご案内 

卓話 ラベールミラクリニック院長 

新井 根洋様 

ラベールミラクリニック エスケレ ロサド千春様


