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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 0名   会 員 数  38名  
 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  11名  
 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  20名  
 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 

<12 月 11 日の出席率 79.41％>  
Make up を含む 11/20 の出席率 92.59％ 

本日は中林会長が所用で欠席されているため、

私から挨拶させていただきます。 

また、今月末で退会される三木会員が本日出席

されておられますが、後ほど挨拶して頂きます。 

さて、先週末、国際会議場において地区大会が盛

大に催されましたが、出席の皆様ご苦労様でした。 

また、今週水曜日にはゴルフコンペが開催され

ましたが参加の皆様、お疲れさまでした。 

久しぶりの会長挨拶で緊張しておりますが、来

週もクラブ戦略会議のアンケートに基づく卓話の

担当を仰せつかっております。 

2 週連続で前からお話をさせていただくことに

なりますが、よろしくお願い致します。 

金髙・・・本日、会長代理です。よろしくお願い

します。 

鹿野・・・次回司会失敗しないよう頑張ります。 

小林・・・多田さん、卓話拝聴させていただきま

す。一昨日ゴルフ同好会のコンペで優

勝させていただきました。皆様に感謝

です。 

松浦・・・三木さん、本日のご出席ありがとう！

これからも私達夫妻ともども宜しくお

つき合い下さい。 

三木・・・私ごとで退会をします。今までの皆様

の御友情・親切に感謝します。 

佐々木(宏)・地区大会、岸本先生、本庄先生の講演、

興味深かったです。 

末永・・・多田さん、卓話楽しみにしています。 

山本・・・多田さん、卓話楽しみです。がんばっ

てください。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 12 月 18 日 第 1571 回例会 
疾病予防と治療月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((12121212 月月月月 25252525 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,,,,000000000000    ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥961961961961,,,,392392392392    ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢それでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリー｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢我クラブの中長期戦略計画我クラブの中長期戦略計画我クラブの中長期戦略計画我クラブの中長期戦略計画    

((((魅力と活力を備えたクラブを目指して魅力と活力を備えたクラブを目指して魅力と活力を備えたクラブを目指して魅力と活力を備えたクラブを目指して))))」」」」    

金髙金髙金髙金髙    好伸会員好伸会員好伸会員好伸会員    

･１月度･１月度･１月度･１月度定例定例定例定例理事会理事会理事会理事会（（（（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    「「「「クリスマスソングクリスマスソングクリスマスソングクリスマスソング」」」」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        ４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

Be a gift to thBe a gift to thBe a gift to thBe a gift to the worlde worlde worlde world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・次週 18日例会終了後、1月度定例理事会を開催

しますので、理事役員の方はご出席よろしくお

願い致します。 

・25日例会はクリスマス例会の為、夜例会ですの

でお間違えないようお願いします。 

・5日の地区大会(大阪国際会議場)でスカーフを止

めるリング(フェラガモ製)の落し物がありまし

た。心当たりのある方居られましたら、事務局

までお願いします。 

･例会（･例会（･例会（･例会（17171717：：：：30303030～～～～    ））））    

････クリスマス家族会（クリスマス家族会（クリスマス家族会（クリスマス家族会（18181818：：：：10101010～～～～    ））））    



――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

・・・・12121212 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        11113333：：：：44440000～～～～    

1月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 25252525 日日日日((((金金金金))))            17171717：：：：30303030 例会例会例会例会    18181818：：：：10101010 開宴開宴開宴開宴    

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・1111 月月月月 1111 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・1111 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

2月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) 

・・・・1111 月月月月 22222222 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・2222 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

ノミニー理事会 

   (帝国ホテル｢アポロンの間｣) 

｢｢｢｢癌癌癌癌の体験の体験の体験の体験」」」」    
多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀 

今年は富士山に登りま

した。有名な山に登ると

いう望みもなく、若いこ

ろから手近な楽しそうな

山を、友と楽しみました。 

私が言ったわけではあ

りませんが、我々高津の

ワンゲル 1期は、そして 2期 3期とそのように続

いていきました。先に逝ったものもありましたが、

みんな楽しい仲間です。今出席する同窓会では『乾

杯』役ぐらいしかないのですが、いつも言うこと

にしています『先に逝った仲間を偲ぶことよりも、

せっかく集まってくれた仲間の魂も一緒に酌み交

わそう。楽しかった昔を思い、これからのより楽

しい未来を共に語ろう！』 

ここ 10 年ぐらい前からでしょうか、ワンゲル

の後輩から富士登山へと誘ってくれましたが、い

つもスケジュールが合わず断っていました。 

インターネットの記事によると癌細胞が発生し

て１mm 程度になるのに 10 年ぐらいを要すると

か、何やら因縁らしきものを感じます。ここ数年

来、腰の疲れと痛みを感じるようになっていまし

た(年なんやからこんなものかな？)で済ませてい

たのですが、富士登山の話が現実化してくるとコ

ンディションを整える必要があります。 

針治療に行きました。治療した日は良いのです

が続きません。脇腹にしこりの様な塊があり、気

になっていました。針の先生も知り合いのドクタ

ーも『良性腫瘍でしょう』ぐらいだったので、山

から帰ったら切ることにしました。然し腰の痛み

はだんだんと強くなり、出発当日になって、準備

は整えたもののこれは止めて帰ったほうがみんな

に迷惑をかけないと感じて同行のドクター≪5 年

後輩≫に声をかけたところ、『痛み止めを出すから

行きましょう』におだてられて行ってしまいまし

た。何とか登頂してきたものの、降りてきて辛さ

は増すばかり、8月 20日に切除して 1週間すると

嘘のように快適になりました。 

病院でその旨を伝えると『あれは間違いなく腫

瘍です、もう一度検査に出しました』2週間後の 9

月 10日に『リンパ腫』の診断決定、10月 7日に

血液内科を紹介されて受診、21日の PET-CT検査

となりました。本人は体調は完全に戻っていると

感じていましたし、血液内科の話でも腫瘍はきれ

いに取れている、念のため検査して、もし検査で

見つからない程度のものに対する念のための抗が

ん剤投与を 1 コースしましょう。の予定の検査で

した。 

結果は脾臓の中心部に１か所、大動脈横に 1か

所、横隔膜を挟んで上下にあるのは 1～4 期の 4

岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    
12月 9日(水)アートレイクゴルフ倶楽部で、第

2回ゴルフコンペが開催されました。当日は 12月

とは思えない秋晴れの中、見事な紅葉を愛でなが

らの楽しい一日となりました。参加者が 10名と、

やや寂しい感じもありましたが、各組ともに秋の

風景を楽しみながら和気藹々とプレーをされてい

ました。 

優勝は小林会員、準優勝は松浦佐登子さんと女

性陣が見事な腕前を発揮し、上位を独占されまし

た。次回は 4月 16日(土)西尾会員のご尽力により

交野カントリークラブをエントリーしております

ので、皆様には奮ってご参加いただきますようお

願いいたします。 

期になるそうです。12月 9日の診察で『あとどれ

ぐらい生きられます？』と聞きますと『あなたは

4 期なのでこのまま何もしなければ余命半年』あ

とは何を言われているのかよくわからなかったの

で次回 12月 14日に聞くことにします。 

生に対する執着はそれほどないつもりなのです

が、やはり終わりが近づいてくると済ませておき

たいことがいくつかあります。一つ目の準備にか

かりました。 

 

 

 

 

 

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

――――    第第第第 2222 回大手前ゴルフコンペ報告回大手前ゴルフコンペ報告回大手前ゴルフコンペ報告回大手前ゴルフコンペ報告    ――――    


