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会長報告（野呂洋子会長）
　本日卓話いただく宇津木先生所属の有明がん研病院には私の母�
も20 年間お世話になりましたが、そのころからガン研究もすべての点
で進んでおり、20 年前に亡くなった父も今なら助かっていた筈と思い
ます。変っていないのは介護家族にとっても患者にとっても心の問題
だと思いますが、本日は最先端の治療のお話と共に心の対応のお話
をお聞きできるのではと大変楽しみにしております。

幹事報告（辻喜代子幹事）
• 本日は週報とゴルフ同好会のお知らせを配布しました。
• ロータリーの友はロータリアンにとって有用な記事の宝庫です。皆様
是非隅 ま々でお読み下さい。
• 年度末のファイヤーサイドミーティングが 6月26日（月）午後 6 時
30 分から椿山荘東京4階「マーズ」で開かれます。皆様よろしくお
願いいたします。

「クラブ紹介」取材報告（ガバナー補佐石川和子会員）
　先日ガバナーから、「ロータリーの友」の巻頭の「クラブ紹介」で当
クラブを取上げるように推薦した旨のお話がありました。今年の 9月
か10月ころの予定だそうです。「クラブ紹介」欄は英訳もされ世界に
配信されるので、当クラブの特色を中心に奉仕活動なども取上げてい
ただく予定です。取材と会員集合写真の撮影日は、6月19日（月）�
例会のときとなりました。皆様よろしくお願いいたします。

• 本日は、1動向、2 予防、3 早期発見、4 婦人科
の特色、5 病院のかかり方の順にお話したいと
思います。
• 人間の体には 60 兆個の細胞があると言われ、
そのうち4,000 億個が日々生れたり死滅したりし
ており、1日5,000 個のガン細胞が生じているが、
免疫機能が働いて生存を確保しているといわれ
ています。「がん」は正常な細胞が体の指令を
無視して増殖し続け、大切な正常臓器を圧迫し
て機能を阻害することで生命をおびやかす病気です。
• ガン罹患率（2012 年）の大きい順に、男性は胃ガン、大腸ガン、肺ガン
となっており、女性は乳ガン、大腸ガン、胃ガンの順です。致死率が高
いのは男性が肺ガン、女性は大腸ガン（乳ガンは 5 番目）です。
• 5 年生存率とは、治療から5 年経過後に生きている比率ですが、100%
は前立腺ガンと乳ガン、90%から50%が大腸ガンと胃ガン、20%から
30%が食道ガンと肝ガン、0%から30%がすい臓ガン、胆管ガン、卵巣
ガンといわれています。ガンによる生涯死亡率は、男性が 4人に1人、
女性は 6人に1人といわれています。

• ガンの予防は、一次予防が「禁煙、生活習慣匡正」、二次予防として検診、
健診があげられます。禁煙を10 年続けるとふつうの人と同じ死亡率にな
るといわれています。
• 発ガン要因としては、食べ物、タバコ、感染症、アスベストなどの環境、
アルコール、紫外線、おこげ、アフラトキシン（カビ毒の一種で肝臓ガン
の原因といわれる）などが挙げられます。喉頭ガンの 96%はタバコが原
因とされており、食道ガンもタバコが重要原因に数え上げられています。
• 生活習慣として少なくとも週 3、4回の運動を取り入れるとガン危険度が
下るといわれています。� �
がん研究振興財団ではガン予防12ヵ条として、
� １．たばこは吸わない
� ２．他人のたばこの煙をできるだけ避ける
� ３．お酒はほどほどに
� ４．バランスのとれた食生活を
� ５．塩辛い食品は控えめに
� ６．野菜や果物は不足にならないように
� ７．適度に運動
� ８．適切な体重維持
� ９．ウイルスや細菌の感染予防と治療
� 10．定期的ながん検診を
� 11．身体の異常に気がついたら、すぐに受診を
� 12．正しいがん情報でがんを知ることから
　を推奨しています。
• ガン予防には検診が特に重要です。人間ドックでも自治体検診でもかまい
ません。1、2 年に1回定期的に検診を受けて下さい。MRI、CTでかな
りの確率でガンを発見することができます。腫瘍マーカーとガンの進行は平
行して推移するといわれており、血液で簡単に測定できるようになりました。
• 予防には、特に婦人科系のガンでは遺伝性の要素を重視して下さい。直
系家族にガン患者が出ている場合は、若いうちに発症するケースが多い
と言われています。婦人科系のガンでは1割が遺伝性の原因があるとい
われています。アメリカの女優のアンジェリーナジョリーは、遺伝子検査
から乳ガンと卵巣ガン発症の危険性が強く疑われたので両乳房の摘出
手術を受けて話題になりました。

（病院のかかり方）
• どこの病院でも治療を途中から引き継ぐことはしません。もし、子宮頸ガ
ンの診断が出たら、その病院で治療を受けるか決めるべきです。他の病
院でセカンドオピニオンを求めることもできますが、基本的にセカンドオピ
ニオンを出した病院は治療が始っている患者を引取ることはしません。
• いろいろな治療をしても完治しないときは、現状を受入れて共存する道も
考える必要があります。緩和ケアも含めて大都市に集まらずに地元の病
院で療養をはかるほうが適切なケースが沢山あります。当病院の個室は1
日3万5千円もかかりますが地方の病院では5,000円位のものもあります。

� （要約文責　宮下）

女性がいつも輝くための健康管理　
がんの予防と早期発見

がん研有明病院　婦人科　副部長
宇津木　久仁子 様

にこにこ合計 9,000 円／今期累計 845,790 円
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上野由美会員 

後藤啓二会員

小林真由美会員

本日はIBMの後輩の山本さんをお呼びしていま
す。お仲間になれることを期待しています。

日本の歴史をあらためて。先日より横浜の“原三
渓”、昨日は荻窪にも短期間在住なさった吉田茂氏
の大磯の建てなおした吉田邸を見学してきました。
昔の方のお金の使い方に感心してまいりました。

先日はお誕生日のお祝いありがとうございました。
良い年になるとうれしいナ・・・

ありがとうございます。

正木さん、堀口さん、荻原さん今日はお越し下さ
りありがとうございました。

出席率 71.74％ （出席者30名＋メーキャップ3名／正会員49名－休会3名）

例会報告  第 663 回   2017 年 5月29日（月）

イニシエーションスピーチ 
村松　南 新会員  

（I.F フローラル・デコ株式会社　代表取締役）

本日の例会  第 665 回   2017 年 6 月19日（月）



クラブ週報編集担当
宮下文夫・小堀彰・落合守征・左明貴子・星田奈々子・吉田しおり

理事会だより
　本日の議題
・ロータリーの友「クラブ紹介」への掲載と取材について
・植樹プロジェクト予算について
・画廊巡り7月7日（金）実施確定
・ロータリー財団寄付額増額の件
・次年度卓話予定と方針について

会長報告（野呂洋子会長）　
　カンボジアの小さな美術スクール（笠原先生）へ寄付を致しました。
当初子供たちのために靴を購入する予定でしたが、カンボジアで大洪
水があって、復興協力のため田舎へ出向いて絵や日本語を教える活
動を始めたので、その活動の備品や田舎の子供たちに配るお米を購
入したり（60キロ/6000 円）するとのことでした。
　又、10月には銀座の画廊でカンボジアの子供たちの絵の展覧会を
計画しているので、それに合わせて大使などもお呼びしてチャリティナ
イト（10月23日（月）予定）を企画しようと思いますので、よろしくお
願い致します。

幹事報告（辻喜代子幹事）
・カンボジアの子供たちの写真を展示しましたのでご覧下さい。
・本日の配布物はニューモラルとロータリーの友です。「クラブ紹介」
の頁は秋に当クラブも紹介される予定なので是非お読み下さい。全
員の集合写真を6月19日（月）例会の前に撮影しますので、午前
11時 45 分に帝国ホテル1階ロビー大きな花の前へ集合下さい。

6 月のハッピーバースデイ
　野呂洋子会長（26日生れ）、
　左明貴子会員（10日生れ）、
　宮下文夫会員（17日生れ）

ロータリーの友　記者挨拶  
（池辺史生記者）
　最近は補聴器を使うようになりまし
たが、まだ慣れず失礼いたします。
　東京中央新ロータリークラブは女性
が多いクラブとして「クラブ紹介」で
初めての紹介です。見渡すと男性も多
いようですが、ゲストやメーキャップが
多いということですか。どんな記事が
書けるか私も楽しみにしています。 ロータリーの友 記者の池辺さん（左）

とカメラマンの佐藤さん（右）

• 私は 1972 年東京生れです。野呂会長のお宅のご近所の中央区の水天
宮に 30 年以上住んでいました。
　　父がシティ日本橋RCで次期会長の予定ですが、私の父は商社マン
でしたので、私も毎年転校するような生活でした。大学は立教大学の
法学部で、野澤正充先生の指導を受けたことで法律の面白さに開眼し、
司法試験には卒業後 3 年目の24 歳で合格できました。
• 25 歳で結婚し、1999 年に弁護士登録をして、現在の事務所に移るま
で沼田法律事務所に勤務しました。上場企業の顧問業務や医療関係、
財産管理などを中心に先輩弁護士と協力して仕事をしてきました。
• 弁護士生活19 年目の経験から私なりのモットーは「あきらめない」こと
です。難しい状況下でも、解決を柔軟に考え続け、予防重視で仕事を
していくことで結果が見えてくるものです。
• 早大探検部員行方不明事件
　　私が関わった印象的な事件の一つですが、所長の沼田弁護士が早
大出身のため相談があり、探検部員 2 名がペルーの奥地のアマゾンの
源流からブラジルの河口まで、筏による川下りをする計画でしたが、
1997年 10月にペルーの政府軍兵士による強盗事件で殺害された案件
です。
　　被害者の父親からの電話をたまたま弁護士1年目の私が取った縁で
担当になりましたが、国会でも「賠償は当事者間の問題だ」と言われて
おり、当初、ペルーの法律も分からず渉外事務所でやるべきではない
かとも思い、どうしたらいいのか途方にくれました。何度もペルー大使
館や外務省に通って議論を続け、最終解決として2000 年 4月にペルー
政府が遺族に和解金を払う形で結着しました。最初はペルーで裁判か
と考えていましたが、私はこのころ妊娠中の大きなお腹で外務省やペ
ルー大使館に通いやっとのことで在日ペルー大使館の譲歩を引き出すこ
とができたのでした。
　　なお、和解金の額は当時から公表しないことと合意され、今でも守
秘義務があるので私から明らかにすることはできません。
• 経団連と日経連の統合
　　私は日経連側の弁護士として関与し、統合の問題点を法的スキーム
として構成する立場でした。法人の合併はたくさんありますが、経済団
体の合併は前例がなく苦労しました。しかし、あきらめない姿勢で取り
組んでいくうちに新しいスキームを作り上げることができました。
• 現在は、司法研修所時代の教官だった横満聡弁護士を所長とするサ
ンライズ法律事務所にて、一般民事や顧問業務などを中心に仕事を
しています。
　　顧問業務は、予防法務の観点から会社の方向性に合わせてアドバイ
スをしたり、契約書の見直し・労務管理・メンタルヘルス・残業問題・
クレーム対応などをしています。最近のクレームは、SNSですぐ拡散し
大事になるので、コンプライアンスの意識を高めて素早く対応する必要
があります。
• 一般民事では、まず依頼者の話をよく聞くこと、資料を分析して整理して、
依頼者の説明と方針を整合的にまとめていくことが重要です。
• 家族は、ビジネスマン（外資系会社代表、ベンチャー企業代表、コン
サルタント）の夫と娘 2人（16 歳と10 歳）です。趣味は弁当作り、スキー、
ゴルフ、旅行などです。
　　弁護士として子どもとどう向き合うか、仕事の充実と子どもとの時間
のバランスに注意を払っています。子供たちは幼稚園からの一貫校に
入れたので、送迎に苦労していますが、かけがえのない思い出にもなる
と思っています。
　　お弁当作りは、ママ友とアイデア交換や相談をし合い、子どもの幼
稚園時代から12 年間のお弁当作りの実績を写真に蓄積しています。子
供を通して本当に多くの知人を得ることができました。家族旅行もあち
こちに行き写真がたくさん溜まっています。

� （要約文責宮下）

　上田　美帆 新会員
（民事弁護士　サンライズ法律事務所）

イニシエーションイニシエーション

スピーチスピーチ

にこにこ合計 38,000 円／今期累計 883,790 円

小川健 三 様
（東京中央ＲＣ）

武　 正 雄 様
（東京中央ＲＣ）

池辺史生様・ 
佐藤　敬様

野呂洋子会長 

辻喜代子幹事 
 

秋 葉 良子会長
ｴﾚｸﾄ

 
かづきれいこ会員 

福元智子会員 

吉田しおり会員

久しぶりです。よろしくお願い申し上げます。� �

先日の全日本A級ヨットレース大会においてご協賛頂き
ました皆様に感謝申し上げます。
ロータリーの友の取材でかくも大勢の女性たちにお目に
かかれるとは！　ニコニコせざるを得ません！
今週末、アトランタに行ってきます。30°C以上だそうで
す。
今季最後の理事会、無事終了！　皆様のあたたかい
ご支援のお陰様です。次期秋葉年度も宜しくお願い致
します。
今日が最後の理事会で野呂会長、辻幹事本当にお疲
れさまでした。次年度もご協力よろしくお願い致します。
土日を仙台の皮膚科学会で発表してきました。お勉強
して参りました。でもつかれました！
中央大ローターアクトの皆様!ようこそお越しくださいまし
た。初めてニコニコします。　　
ご無沙汰しております。よろしくお願いします。

出席率 78.26％ （出席者35名＋メーキャップ1名／正会員49名－休会3名）

例会報告  第 664 回   2017 年 6 月5日（月）


