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会  長  の  時  間 宇都　和治
　本日はレディースデーにちなんで「ピンクリ
ボン運動」についてお話したいと思います。女
性に多いがんを年齢別にみると子宮がんは20
歳前後から発症して30～40歳代にピークを迎
え30～40歳以降に乳がんが急増するそうです。
日本人女性の20人に１人が発症し、年間１万人
が亡くなると言われているのが乳がんや子宮ガン（子宮頸癌と子
宮体がん）であると言われています。　　　　　　　
　ピンクリボン運動はその中の「乳がん」の正しい知識を広め、
乳がん検診の早期受診を推進すること等を目的とした啓発キャ
ンペーン運動のことであります。あのピンク色のリボンは世界共
通の「乳がん撲滅」のシンボルマークであります。もともとの淵
源は1980年代のアメリカで、乳がんで亡くなった女性の母親が娘
の忘れ形見である孫娘に、同じ悲しみを繰り返さないようにとの
願いを込めてピンク色のリボンを渡したことがきっかけと言われ
ています。
　1999年には全体の癌の中で乳がんになる人はがんにかかる女
性の第１位になり、2004年からは乳がん罹患数は５万人を超えて
いるそうです。
　先週も紹介しましたが乳がんの５年生存率は７割超、早期発
見・早期治療すれば治る・助かる病気です。乳がん検診の検査
法は一番ポピュラーなのがマンモグラフイー（Ｘ線検査）検査と

エコー検査（超音波検査）であります。月に一度の自己検診とマ
ンモグラフイーやエコー検査の継続的検診を受けることが最も大
事であります。乳がんに対する正しい知識と健康に対する意識を
一人一人が高めなければなりません。最近有名人の乳がん告知
や手術、悲しい報道等があり受診率がこの時だけ急激に上がっ
たそうです。又、市内にある有名な乳がんクリニックの電話は一
時パンクしたそうです。
　女性は乳がんの告知を受けるとそれが強いストレッサーになり
極度の不妊の症状になるそうです。結婚前や子育て世代の女性
には大変な問題にもなるわけです。
　鹿児島市に「ＮＰＯ法人ピンクリボン」という組織があります。
乳がんの早期発見、早期診断、早期治療の大切さを伝えていくこ
とを目的に鹿児島県内を中心に活動する団体です。乳がん検診
率を上げること、乳がん死亡者数を減らすことを目標に乳がんの
体験者や医療従事者、企業やボランテイア、行政等と連携を取り
ながら多くの人が乳がんに対する正しい知識を持ち、健康に対す
る認識を高めてもらうよう啓発活動を行っています。
　私がここで一番言いたいことは、一番の近親者である父親が
女性のことだとタブー視しないで愛する奥方の為、お嬢様の為、
ましてはかわいい孫娘さんの為、更に、息子の恋人にも定期的、
継続的乳がん検診、早期受診を呼びかけることをお願いして終
わります。　　　　   　　　　　　（ＮＰＯ法人ピンクリボン資料より）
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前回例会出席率
75.00%

本日のプログラム 国際奉仕フォーラム　RAC 会長  金  男洙君
 「日本に来て感じた事～日・韓の違い～」

誕生日お祝い誕生日お祝い

新入会員紹介者表彰新入会員紹介者表彰

11月 ロータリー財団月間

寛容の精神で友情の絆寛容の精神で友情の絆



国歌斉唱：「君が代」
ロータリーソング：「手に手つないで」
職業宣言唱和
ゲスト紹介：テノール歌手  池田  聡様  ピアノ  上片平  奈々様
ビジター紹介：ひまわりの会４名　林　文子・橋元　香代
　　　　　　　　　　　　　　　 石塚　妙子・丸元　マリ子
会長挨拶：会長　宇都　和治君
　新入会員紹介者表彰⇒吉田　健朗君
誕生日お祝い（バースデーソング）：
　重久　善一君（２日） 岡部　龍一郎君（18日）
　久米田　喜三郎君（19日） 長濱　まや君（19日）
　石﨑　信一郎君（21日） 池畠　泰光君（25日）
会務報告：幹事　深野木　信君
１）11月　ロータリーレート　１ドル＝120円（現行120円）
２）RCC例会　11/8（日）　11：00～　中央公園
　 指名出席者→原田・宮嶋　各会員
３）本日　定例理事会開催　例会終了後　開聞
４）次週　11/9（月）例会プログラム

　 ・国際奉仕フォーラム　RAC会長　金　男洙（キム・ナムス）君
　 　「日本に来て感じたこと～日・韓の違い～」
　 ・40周年実行委員会開催　例会終了後　例会場
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会

「アフタヌーン・カンツォーネ！！」
　テノール歌手　池田　聡様　ピアノ　上片平　奈々様
　紹介＝森園　千廣君
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次 回 例 会　平成27年11月16日（月）

会員数 出席数 出席率

職場訪問例会
　例会＝ジェイドガーデンパレス
　職場見学＝鹿児島市立病院
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・Ave Maria/ルッツィ作曲
・Ideale-“理想の人よ”/トスティ作曲
・Core’ngrato-“カタリ・カタリ”
　　　　　 　/サルヴァトーレ作曲
・ヴォラーレー“青い空に白で書く”
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・Ideale-“理想の人よ”/トスティ作曲
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〜プログラム〜〜プログラム〜

議　題
１）11・12月例会プログラム及び行事

予定
　 ①12/7　例会プログラムについて
　　  ・12/7はクリスマスコンサート

に変更する
　　　 演奏者　入来慶子 様　他２名
　　　　 （今後、12月に月曜日が５回

ある年はレディースデイを
クリスマスコンサートに、その他の年はレディースデイ
の１回を例会ピアノ奏者のコンサートとすることを基本
とし、詳細は会長・幹事が計画する。）

　　  ・職業奉仕フォーラムは、６月６日に変更する
　 ②IM報告日程について
　　  ・２月29日に計画しているIM報告はとりやめ、11月30日の

例会時に委員会報告の一つとして発表する
２）会計報告（別紙明細）
　 ①10月度試算表について　・・・　異議なし
　 ②地区大会支出報告　・・・　異議なし
３）那覇西RCとの高校生交流事業について
　 日程：11月28日（土）・29日（日）・30日（月）

　 宿泊先：JR九州ホテル
　　  ・会員へ夕食会・交流会への出席要請を交流委員会で行う
４）第３期RLIの参加について
　  ・吉村会員から再度参加者を推薦してもらう
　  ・宮崎市での開催につき、旅費の補助を検討する
５）忘年家族会について（添付資料）　・・・　異議なし
６）社会奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　鹿児島乳児院訪問について
　  ・12月19日（土）　訪問予定（時間未定）
　  ・RACを同行するため土曜日に実施
　  ・時間は乳児院と打ち合わせる
７）職業奉仕賞候補者推薦について
　  ・今後、全会員へ推薦者の有無を確認する
８）40周年事業について
　  ・10月下旬から11月上旬でサンロイヤルホテルを予約する
９）鹿児島マラソン参加チームへのユニフォーム補助金について
　  ・参加メンバーから要請があった場合補助する
10）その他
　 ①次回理事会について
　 　平成27年12月７日（月）　例会後　13：30 ～
　 　於：山形屋７階　開聞
　 ②米山奨学会寄付について（報告）
　 　10月分スマイル　89,471円　→　89,471円　寄付
　 　椨　茂吉君　100,000円　寄付

11月２日のスマイル  小計 27,636円　2015～2016年度　累計 331,215円

の営業は11月３日までとなります。お客様である会員の皆様には一
方ならぬご愛顧を賜り誠に有難うございました。エルグ様、ネッツ
鹿児島様近くで皆様をお待ちしております。今後とも宜しくお願い
致します。
●池畠　泰光君／誕生日祝いありがとうございます。古稀まであと
４年です。その時は東京オリンピックと創業50周年を迎えます。元
気な体で頑張っていきたいと思っています。
●青﨑　彰君／本日は、すみませんが早退します。６階催物コーナー
で第61回日本ガスのガス展を明日まで開催しています。是非お帰り
にお立ち寄り下さい。なお、７日－８日は谷山の山形屋サテライト
にて谷山地区でのガス展をします。こちらも宜しくお願いします。
●米山奨学委員会／米山奨学委員会よりスマイルします。

（池脇、宇都、深野木、森園、尾辻、川畑、丸山、稲留、宮脇、青﨑、川村、
川路　計12名）

●久米田　喜三郎君／誕生日祝いありがとうございます。70才ちょ
うどを向かえました。一日も長く長寿をまっとうし、ロータリーラ
イフを楽しみたいと思います。
●重久　善一君／誕生日祝いありがとうございます。
●本坊　修君／何もないので岡部会員の例会出席を記念しスマイル
します。（欠席のようですね）
●森園　千廣君／本日のゲスト池田先生にはお忙しい中、誠にあり
がとうございます。素晴らしいテノールを期待しております。
先月、新しい小供療育センター「結」を設立オープンしました。今後
の皆様のご指導を宜しくお願い致します。
●丸山　修君／弊社、中央スポーツは長きにわたり、中央ビルで営業
しておりましたが、この度、本社、旧カゴシマゴルフ跡地に新ビルが
落成し11月14日の新装オープンの運びとなりました。高見馬場で

定例理事会議事録定例理事会議事録 会議名
場　所
日　時

出席者

欠席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成27年11月２日（月）
例会後　～　
宇都和治・深野木信
丸山　修・吉田健朗
宮脇謙舟・橋元　隆
小福田博・川畑英樹
森園千廣・池畠泰光
前迫　実
重久善一・田中和俊
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