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開会説明（海渡千佳会員組織委員長）
　皆様　オンライン例会を開催させていただきます。 
　なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録
としてビデオ録画をさせていただく予定ですので、参
加者の皆様におかれましては、予め個人情報の許諾を
よろしくお願い致します。

清宮普美代会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！ 
　今日はZoomと帝国ホテルのハイブリッド例会になり
ます。皆様のお着物もとても素敵な状態と思いますが、
本日は地区ロータリー財団委員長安保様を卓話にお迎
えし、第791回の例会を開催いたします。

ロータリーソング
「君が代」「それでこそロータリー」

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　オンライン例会にようこそご参加下さいました。 
　本日のゲストは3名となります。 
・地区ロータリー財団委員長　安保満　様 
・伊丹RC前会長　田中久雄　様 
・福元会員ゲスト　芝伸子　様

クラブ賞受賞報告（福元智子直前会長）
　昨年度2019年から2020年度の活動について、RIか
らプラチナ賞ということで表彰をいただきました。 
　例年でしたら、会長幹事会で表彰報告となると思う
のですが、今回はコロナで会長幹事会が開かれていな
いので、RIから直接表彰状をデータでいただいていま
す。当クラブで初めてのプラチナ賞と伺っています。こ
れも皆様が頑張って盛り上げていただいた成果ではな
いかなと思っております。皆様どうもありがとうござい
ました。

地区国際奉仕委員会報告（上田美帆地区国際奉仕
委員）

　ポンペイRCからご協力のお願いがありました。こち
らのカレンダーについてですが、皆様にはすでに随分
ご協力いただきましてほぼ販売済となっているようです

が、一言趣旨を申し上げたいと思います。 
　ポンペイRCがあるミクロネシアでは短期の大学しか
ないそうで、学生は4年制大学についてはグアムなど
へ進学しているそうです。その進学にあたって学生に
とって4年間の学費が大変な負担になっているので、
毎年ポンペイRCでは奨学金を出しているということで
すが、今年度はコロナの影響で寄付が集まらないとい
うことで、このカレンダーを販売してそれを奨学金資金
に充てさせていただくという活動になっております。 
　皆様ご協力よろしくお願い致します。

会長報告（清宮普美代会長）
　当クラブのチャーターメンバーの丸山会員がこの度ご
退会ということで、今日はZoomで参加いただいており
ますが、私どもとしては是非名誉会員として残ることを
お願いしたのですが、辞退したいということで、本年
の誕生日に退会となります。 
　先日お着物を会員の皆様がいただけたので、丸山会
員一言お願いします。 
　又、丸山会員の更なる活躍と是非是非ごいっしょに
やっていきたいと思っていますので、我々のことを忘れ
ずにいていただければなと思います。よろしくお願いい
たします。 

（丸山会員　退会の挨拶） 
　丸山です。会員の皆様が私の着物を着て下さるのが
本当にうれしいです。病気もあるので退会ということで
名誉会員も辞退してこのまま消えたいと思います。 
　皆様に長いことお世話になりましたが、どうぞ今後
ともよろしくお願い致します。 

（丸山会員のお着物を分けていただき、本日そのお着
物を着て来てくださった会員と記念写真撮影）

 例会報告  第791回  2020年11月2日（月）
 対面＆オンライン例会

出席と接続会員数合計30名+メーキャップ0名
（正会員61名-休会5名）

出席率 53.57%



11月のハッピーバースデイ
岡田敏江会員（6日生れ）
丸山冨美江会員（8日生れ）
石川和子会員（11日生れ）
清宮普美代会長（19日生れ）
海渡千佳会員（4日生れ）
中里妃沙子会員（4日生れ）

ご結婚祝い（池内純人会員、南章乃会員）
　清宮会長からお祝い
の目録をお渡ししました。 

（清宮会長お祝いの弁） 
　 南さん、 池内さん、
おめでとうございます。
一言お願いいたします。 

（南会員お言葉） 
　私は30年前に結婚式はしておりまして、主人が彫刻
家で、本当はうちに入ってもらいたかったのですが、ど
うしても名前があれで、パートナーとして30年やってき
ました。今度コロナで名前が違うといろいろ問題があ
るので、この年でお恥ずかしいですが決心致しました。
ありがとうございます。 

（池内会員お言葉） 
　10月8日に結婚しました。お祝いをいただいて本当
にありがとうございます。実は10月末に子どもが生ま
れる予定で、生まれました。籍を入れるのとタイミング
がいろいろ近くて、両親からは「何やってたんだ」と言

われて赤面したところなんですが、これからは夫として
父として頑張っていきたいと思います。ありがとうござ
います。

幹事報告（高橋肇幹事）
・ 配布物は、ロータリーの友とニューモラルです。ご

確認下さい。 
・ 来週11月14日（土）は毎年行われている「画廊巡り」

がありますので、ご協力いただける会員は午前10時
00分までに泰明小学校図工室へお集まり下さい。
今回10名の会員にご協力いただける予定です。

ポリオ撲滅コンサート「ボサノバナイト」報告（明山友
美会員）

　10月24日国際ポリオデーに、チャリティコンサート 
「ボサノバナイト」を開きました。私も司会として参加致
しました。見ていただいた方、ありがとうございました。

地区ロータリー財団委員長
安保　満　様

【プロフィール】
地区ロータリー財団委員長
東京昭島ロータリークラブ 
安保満（アンボ　ミツル）様　1962年生まれ。 
学歴
中央大学大学院戦略経営研究科修士課程修了（経営
学修士） 
職歴 
31歳で大手電機メーカーから独立しIT企業（株式会
社サブスリー）を設立 
現在は関連会社3社で代表取締役を務める。 
2011年3月　総務省参与（情報流通行政局）就任 
2011年6月　総務省参与（情報通信国際戦略局）就任
2011年4月から　昭島市CIO補佐官（現在も継続中） 
2013年4月から　保護司（現在も継続中） 
ロータリー歴 
2008年3月　東京昭島ロータリークラブ入会 
2009-2011　ロータリー財団委員会　補助金委員 
2011-2012　クラブ幹事 
2011-2016　 ロータリー財団委員会副委員長、補助金

委員会委員長 
2016-2017　クラブ会長 
2017-2018　米山記念奨学委員会　米山選考委員 
2018-2019　多摩中グループ　ガバナー補佐 
2019-2022　ロータリー財団委員会　委員長
 

田 中 久 雄 様 前会長福元様、前幹事清宮様にオンライ
ン例会でお世話になりました。

清宮普美代会長 本日はロータリー財団委員長安保様に卓
話をたまわります。そして、オンライン例会
に相互に出席させていただいた伊丹RC
の田中前会長にもご参加いただきありがと
うございます。そして、丸山さんの着物み
なさんおにあいです。

高 橋 肇 幹 事 先日行われましたIM幹事ゴルフ会で、
ホールインワンをやってしまいましたのでニ
コニコします！！　すいません。

福元智子直前会長 おととい高橋幹事のホールインワンに立ち
あわせていただきました！ 

 人生初でうれしいのでニコニコします。
明 山 友 美 会 員 安保財団委員長、本日は卓話を宜しくお

願い致します！
池 内 純 人 会 員 結婚祝いとして皆様から温かいお気持ち

を頂戴したので。
岡 田 敏 江 会 員 今月はお誕生月ですのでニコニコします。

いくつになってもうれしいです。
小林真由美会員 皆様のお着物姿が素的でした。
野 呂 洋 子 会 員 丸山さんから頂いた着物を着てテンション

が上がっているのでニコニコいたします。

（伊丹RC前会長）

にこにこ合計 34,000 円

「私たちのロータリー財団
　　　　―近くて便利な財団」

卓
話



・ 11月は、ロータリー財団月間でございます。その最
初の日にお招きいただきありがとうございます。 

・地区ロータリー財団委員会のミッションは、 
　財団プログラムへの参加を増やす。 
　財政支援（寄付）を増やす。 
の2つです。 
・プログラムの参加を増やすために、 
　　広報活動の強化 
　　　広報活動を強化し、 
　　　　　ハンドブックを配布して知っていただく 
　　　参加しやすいものとする 
　　　　　 セミナー申込みのweb化、補助金申請／

報告のweb化 
　　参加する価値のあるものでなければならない 
　　　ロータリアンの立場で考える 
　　　 ロータリアンに提供できる価値の本質を明確に

伝える 
・財政支援（寄付）を増やす 

財団の存在意義を理解してもらう（第三者の評価） 
　寄付のその後の使用方法の開示広報 
　財団に対する誇りを培う 
　自分たちの財団であるという自覚と責任感の醸成 
・ロータリー財団の使命と標語 

　 RI6代目会長（1916-1917）アーチ・C・クランフ
による創設 

　　　The Rotary Foundation（TRF） 
　 1917年、アーチ・C・クランフ会長は「世界でよい

ことをするために」基金の設置を提案。
　 1928年5000米ドルにまで基金は成長し、「ロータ

リー財団」と名付けられ、国際ロータリー（RI）
から独立した別機関となりました。 

・使命 
　 ロータリアンが人々の健康状態を改善し、教育へ

の支援を高め、貧困を救済することを通じて、国
際理解・親善・平和を推進できるようにすること。 

　（国際ロータリーの使命） 
　 職業人として地域社会のリーダーのネットワークを

通じて、人々に奉仕し、高潔さを奨励し、国際理
解・親善・平和を推進すること。 

　（ロータリーの目的　第4） 
　 奉仕の理想で結ばれた職業人が世界的ネットワー

クを通じて国際理解・親善・平和を推進すること。 
・ロータリー 財 団 の 標 語（Motto of the Rotary 
Foundation）
　 創立時から同一「世界でよいことをしよう」（Doing 

good in the world） 
　国際ロータリーの標語は、会長と共に毎年変わる 
　　 2020-21年度　ホルガー・クナーク　「ロータリー

は機会の扉を開く」 
　　 2019-20年度　マーク・ダニエル・マロニー　「ロー

タリーは世界をつなぐ」 

　　 2018-19年度　バリー・ラシン　「インスピレーショ
ンになろう」 

　　 2017-18年度　イアン・ライズリー　「ロータリー
は変化をもたらす」 

　　 2016-17年度　ジョン・ジャーム　「人類に奉仕す
るロータリー」 

・存在意義 
　 ロータリアンの小さな行為を大きな成果につなげるこ

とができる。 
　　みんなの寄付　一緒に　ポリオ根絶　平和推進へ
　　全世界で行われる人道的プロジェクトの資金にする。 
　スケールメリット（世界120万人のロータリアン） 
　　 単独のクラブでは不可能な大規模プロジェクトを

計画実施できる（ポリオプラス、平和フェローシッ
プ等） 

　　全世界を網羅する人道的活動 
　資金の最適化を行うことができる 
　　必要とするところへ資金を拠出 
　　（大規模災害・紛争地域等） 
　投資収益率の高さ 
　　年4.5％　（恒久基金の過去20年の平均） 
　第三者評価 
　　 慈善団体の格付けを行う機関チャリティナビゲー

ターは今年10月まで毎年ロータリー財団に最高評
価の星4つを12年連続で付与している。 

　　（4つ星は何千もの団体のうち1％程度） 
　　 しかも評価項目（総合評価、財務健全性、説明

責任、透明性）はすべて満点のスコア 
・寄付のその後の使途 
　　種類　年次基金寄付　地区目標1人　　150＄ 
　　　　　 恒久基金寄付　同上　各クラブにベネ

ファクター　1人（1000＄以上） 
　　　　　ポリオプラス寄付　同上　1人30＄ 
　　　　　 （ワクチン投与、症例分析、輸送、キャン

プ設営等） 
　　10月23日時点の東京中央新RCの寄付状況 
　　　　　年次基金　　0＄（目標未達） 
　　　　　恒久基金　　0＄（目標未達） 
　　　　　 （編集部注：当クラブでは後期の会費の請

求書と共にロータリー財団への寄付をお願
いしている関係で、本卓話の時点では実
績がまだ0＄となっています。） 

　　　　　 ポリオプラス　1000ドル　1人当たり17.9
＄（目標未達） 

　　　　　（2020年7月1日時点の会員数56名を基準） 
　　使途　年次基金への寄付 
　　　　　　←3年後に全額奉仕活動に使われる。 
　　　　　 シェアシステム　地区で50％　世界で

50％ 
　　　　　　← 3年間は投資に廻しその運用益を運

営費や補助金に充てる。 



ラムに対して優先される（ロータリー章典40.010） 
　　（ロータリー財団のプログラムでないもの） 
　　　 青少年交換留学生、インターアクト、ローターア

クト、RYLAはすべてRIのプログラム、米山
奨学生は米山奨学財団プログラム 

　　　特徴　 ロータリアンとその家族、ロータリー関
係者はロータリー財団プログラムの受益
者になれない。 

　　　　　　　→　利害の対立、高潔性維持のため 
・ それでは皆さん、世界でよいことをするためにロータ

リー財団への思いを共有してこれからも活動して行き
ましょう！

（要約文責　宮下）

　　　　　 2017-18年度、2014-15年度年次基金は1
億2380万ドル、その運用益は2070万ドル
で利益率は約17％ 

　　　　　 財団の運営費は年間600万ドル程なので、
全額賄われている。 

　　　　　 恒久基金への寄付 
　　　　　 　元金は使わないで、基金として積み上げ

投資に廻し 
　　　　　 年次基金20,000円の行方

5 
 

月 日時点の東京中央新ＲＣの寄付状況

年次基金 ＄（目標未達）

恒久基金 ＄（目標未達）

（編集部注：当クラブでは後期の会費の請求書と共にロータリー財団への寄付

をお願いしている関係で、本卓話の時点では実績がまだ ＄となっています。）

ポリオプラス ドル 人当たり ＄（目標未達）

（ 年 月 日時点の会員数 名を基準）

使途 年次基金への寄付

← 年後に全額奉仕活動に使われる。

シェアシステム 地区で ％ 世界で ％

← 年間は投資に廻しその運用益を運営費や補助金に充てる。

年度、 年度年次基金は 億 万ドル、その運用益は

万ドルで利益率は約 ％

財団の運営費は年間 万ドル程なので、全額賄われている。

恒久基金への寄付

元金は使わないで、基金として積み上げ投資に廻し

年次基金 円の行方

円

年後 元金 円 ＋ 運用益 円

↓ ↓

地区 円 世界 円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

元金と運用益すべてが奉仕活動に使用される。

・ロータリー財団の基本的なプログラム

かつて複雑だったが「未来の夢計画」が実施され、大きく つに集約

① 補助金プログラム（ ）

地元、海外での奉仕プロジェクトに使用できる。

単独のクラブでも合同でも申請可

プロジェクト期間は報告書を含め ヵ月以内

② グローバル補助金（ ）

地区ロータリー補助金、 も含まれる。

国をまたがる つ以上のクラブが合同で行う国際奉仕プロジェクト

重点分野（ 年度から つ目として環境保全が追加）に関連のこと

地域社会のニーズに基づきその成果が測定可能・持続可能であること

地区補助金

補助金申請

したクラブ

に支給 5,500
円 

グローバル補助金 
補助金申請したクラブに支給 

地区 2,500円 
世界 4,500円 

奨学金 他の寄付等へ 
2,000円 1,000円 

その他 
東和センターポリオプラス 

6,500円 

　　　　　 元金と運用益すべてが奉仕活動に使用さ
れる。

・ロータリー財団の基本的なプログラム 
　 かつて複雑だったが「未来の夢計画」が実施され、

大きく3つに集約 
　①補助金プログラム（DG,District Grants） 
　　地元、海外での奉仕プロジェクトに使用できる。 
　　単独のクラブでも合同でも申請可 
　　プロジェクト期間は報告書を含め1ヵ月以内 
　②グローバル補助金（GG,Global Grants） 
　　地区ロータリー補助金、VTTも含まれる。 
　　 国をまたがる2つ以上のクラブが合同で行う国際

奉仕プロジェクト 
　　 6重点分野（2021年度から7つ目として環境保全

が追加）に関連のこと 
　　 地域社会のニーズに基づきその成果が測定可能・

持続可能であること 
　③ロータリー災害救援補助金（地区で上限2500ドル） 
　　自然災害の救援・復興・COVID-19関連など 
　　 水、食糧、医薬品、衣服など基本品目提供に使

用可 
 
　ロータリー平和フェローシッププログラム 
　　 世界の有名大学と提携し、ロータリー平和センター

を設置 
　　 世界に6ヵ所（2021年に7ヵ所目、ウガンダ、マク

レア大学追加） 
　　 世界各地で平和の推進者となる人材を育てるため

の奨学金制度 
　ポリオプラスプログラム（特別プログラム） 
　　 ポリオ根絶の認定達成まで、他のすべてのプログ



。 奉仕活動報告（奉仕プロジェクト委員長代行　清宮
普美代会長）

・ 10月17日に地区補助金プロジェクトのひとり親家庭
の子どもたちへの野菜ボックス配布プロジェクトにつ
いて動画を作りましたので、これから流します。皆さ
ん見て下さい。 

・ 又、子どもたち向けに継続的にクリスマスカップケー
キを贈ったり、資金募集活動などのプロジェクトを始
めるべく委員会内で話し合っています。 
・ 山下ハルさんがやる気十分なので、ドネーションの

ディナー会を12月10日に六本木ミッドタウンで開くこ
とにしています。お料理をいただいてドネーションを
集める会ですが、今のところ希望者15人の枠を確保
してもらっています。又、別に資金協力の寄付など
も含めてご協力いただける方はご連絡をお願い致し
ます。

NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク
理事長

松井　秀文　様
【プロフィール】
1968年 東京大学経済学部　卒業 
同年 川崎製鉄（現 JFEスチール）株式会社　入社
1973年  アフラックの日本での営業認可取得作業に携

わる 
1995年 社長 
2003年 会長 
2008年 認定 NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク
 理事長 
同年 （公財）ライフ・エクステンション研究所
 理事長 
2016年 同　顧問 
現在 認定 NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク
 理事長 
 株式会社いきいき舎　代表取締役 
 児童養護施設　晴香園　後援会会長・理事
 等
※2014年　秋 「旭日小授章」受章（保険業功労）
※2013年2月 東京新橋ロータリークラブ入会
　2018-19年度 同ロータリークラブ会長

・ 10月５日例会時に、ゴールドリボン奨学金について
チャレンジ目標の1000万円のクラウドファンディング
を達成することができ、大学卒業まで6名の学生奨
学金を出せることが決まりました。この場をお借りし
て御礼申し上げます。

開始（海渡千佳会員組織委員長）
　皆様　オンライン例会を開催させていただきます。 
　例会の様子を記録用に録画させて頂きますので、予
め個人情報の許諾をお願い致します。

点鐘挨拶（清宮普美代会長）
　今年ももう11月になって今年も余す
ところあと2ヵ月となっています。本
日はゴールドリボン・ネットワークの
松井秀文理事長に卓話いただくこと
になっておりますので、皆さんと共に奉仕ということに
ついて考えていきたいと思います。それでは第792回例
会を始めさせていただきます。

ロータリーソング
・手に手つないで
・世界をつなぐロータリー

ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　オンライン例会にようこそおいで下
さいました。 
　本日のゲストは、 

NPO法人ゴールドリボン・ネット
ワーク理事長　松井秀文　様 

　です。

幹事報告（高橋肇幹事）
・ 11月14日（土）画廊巡りが行われ

ます。協力いただける会員は泰明
小学校に午前10時00分までに集
合下さい。 

・ 11月15日（日）は、米山友愛RCの10周年記念オン
ライン集会が開かれます。事前登録すればロータリ
アンならだれでも参加できますのでよろしくお願い致
します。

プログラム委員会報告（矢部祐加子委員長）
　今年はコロナの影響があるためオ
ンラインで卓話をして下さる方を募集
しています。当クラブでは各会員か
ら年1名の卓話者を紹介していただ
くことになっていますので、よろしくお願いします。単
なる成功話ではなく今のような時代に心の支えとなるよ
うなお話などいただければと思っています。 
　又、詳細はメールでお伝えいたしますのでよろしくお
願いします。

 例会報告  第792回  2020年11月9日（月）
 オンライン例会

接続会員数30名+メーキャップ0名
（正会員61名-休会5名）

出席率 53.57%

「小児がんの実態と
　　　　　その支援活動」

卓
話



私は仕事に就くことができていません。主人の
会社もコロナで残業が無くなり、金曜も休みと
なり、給料が減ってしまいました。入院で、コ
ロナの影響で一切面会ができず、入院中も手
術中も娘の顔を見ることができませんでした。 

②　 転院時期も、コロナで病棟満床などで1ヵ月遅
れになり、転院も飛行機より車のほうが安全と
され、わざわざレンタカーを借りて12時間を経
てやっと転院できた。 

・NPO法人ゴールドリボン・ネットワークの理念 
　ゴールドリボンは小児がんの理解と支援の広がり
を願う世界共通のシンボルマーク 
　2008年6月設立 
　小児がんの子どもたちが安心して笑顔で生活でき
る社会の創造に寄与する。 

 
 
・家族の問題 

当法人の大学生への奨学金応募者（高3）から分か
ること 

ひとり親世帯 64％ 
年平均所得（ひとり親世帯のみ） 215万円 
晩期合併症及び治療中 約45％ 
長期フォローアップ通院中 約55％ 

・  経済的問題：入院中費用負担が大きかった項目アン
ケート 
交通費 61.8％ 
付添生活費 56.08％ 
かつら 6.3％ 

・当法人の交通費等補助制度 
　国が2013年に全国で13の拠点病院を作り、約
200の連携病院を作ったが、全国に点在する病院へ
通院入院するための交通費の負担が大きな問題と
なっています。 
　当法人は本人と付添人の交通費と宿泊費を年間
50万円まで補助する制度を作っています。2019年ま
では1年間で650万円を補助していましたが、2020
年はコロナになって急激に申請が増え、140件2000
万円超を補助しています。 

・給付型奨学金制度（大学生） 
18歳未満小児がんを発症した者を対象 
受給金額月4万円 
2020年度対象者36名（年予算1728万円） 

・就労支援 

小児がん経験者の
QOL向上

小児がんの
治癒率向上のため
研究支援

小児がんの
情報提供と
理解促進

・ 小児がんは種類が多く、主なものは以下のとおりで
す。 
白血病31％、脳腫瘍20％、リンパ腫7％、神経芽
腫7％、組織芽腫6％など 

（固形がん60％、血液がん40％） 
・稀少がん（15歳未満）　 

　発生頻度が低く症例が少ないため診断治療が難
しいがんで、肉腫・神経膠種・神経内分泌腫瘍・メ
ラノーマなど100種類以上ありますが、小児がんとし
て年間2000人から2500人発症しています。 
・治癒率70～80％ 

　子どもの病死原因　小児がん1位 
・晩期合併症（障害） 

　治療が終了して数ヵ月から数年後に、がんそのも
のからの影響や薬物療法・放射線治療などの影響
によって生じる合併症のことですが、がん経験者の
半数にみられます。 
　成長・発達への影響、生殖能力への影響、臓器
機能への影響、認知機能阻害、二次がん、免疫機
能低下 
・長期フォローアップと移行期医療が課題 
・AYA世代（15歳から30歳代）のがん 

　 近 年思 春 期（Adolescent）、 若 年成 人（Young 
Adult）＝AYA世代で発症するがん患者への対応
が課題（女性の割合が多い―AYA世代の59％、25
歳以降80％超） 
・大人のがんとの違い 

　小児がんは大人には稀なものばかりで、大人に多
い胃がん・肺がんは子どもには見られない。 
　生活習慣に発生原因があると考えられるものは少
ない　…先天的要因強く、予防困難。 
　身体の深いところから始まっているので、早期発
見が難しい（骨や筋肉などの非上皮性細胞からがん
が発生）。 
　腫瘍の増殖が早く、化学療法（抗がん剤）が効
果的。 
・現在の課題 

①　専門医が少ない。 
②　施設が少ない。 
　　全国15施設のみ、取扱病院は全国で200弱 
③　難治性がんの研究のために体制づくりが必要。 
④　小児用の抗がん剤が開発されにくい。 
⑤　 治療は長期に及び、遠方での治療となると経済

的負担が大きい。 
⑥　 治療のため教育の遅れが生じやすいので特別

支援学校や学級の拡大、復学支援や訪問教育
の充実、病院内高校の確立が必要。 

⑦　 すでに約5万人に達している小児がんサバイバー
のQOL支援が必要。 

・新型コロナウィルス感染症の家族の負担・影響 
①　 子どもが1歳8ヵ月からがんと闘っているので、



クラブ週報
編 集 担 当

宮下 文夫・小堀 　彰・山田 桂子
白坂 亜紀・須永 珠代・川口 惠
池内 純人・諏訪 智美

　小児がん・晩期合併症のため就労できない、職場
の理解がないため仕事を継続できないなどの問題。 
　現在協力会社は1社のみだが、5人の患者が働い
ている。 
・薬や診断、治療の研究 

　再発症例・初期治療反応不良例等の難治性の小
児がん及びAYA世代のがんについては、新規治療・
新薬開発・ゲノム医療の応用等の実施体制の整備が
十分でなく、新規治療薬剤の開発が切望されている。 
・最新小児がん情報提供支援 

　（公財）神戸医療産業都市推進機構が、米国立
がん研究所の公開しているPDQの小児がんに関す
る最新情報を日本語に翻訳してインターネットで提供
する活動を支援（患者用と医療者用）。 
・私たちのめざすところ― Tさんのメッセージから 

　「私のように小さい時に発症し治療のおかげで死
なずに済んで大きくなっても、様 な々障害や生きづら
さを抱えている友達がたくさんいます。今はまだ、そ
んな私たちが生きやすい社会とは思えません。辛い
治療に耐えたからには前向きに明るく生きたいです。
私たちも頑張ります！　なので社会も応援してくれる
ようなそんな国に日本がなってくれたらいいなと願い
ます。」

（要約文責　宮下）

清宮普美代会長 先日は、お誕生日のお祝いをありがとうご
ざいました。一巡めぐっての、これから新
たな気持ちでスタートしたいと思います。

大 盛 敬 子 会 員 例会を休みますのでニコニコします。
丸山冨美江会員 着物を差し上げましたら、皆様からお花を

頂きありがとうございます。ニコニコします。

にこにこ合計 21,000 円


