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１月２６日例会報告 

日下部守昭様「（財）動物繁殖研究所、

（株）マトリックス細胞研究所」が、 

『「がん」との共生』の卓話をされました。 

 

（後ページに詳細を掲載） 

日下部守昭様（財団法人 動物繁殖研究所）卓話 

 

 

 

 

 

１月誕生日のみなさん、 

    おめでとうございます。 

１月の誕生祝い 
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「がん」との共生 ～新しいがん治療法開発への挑戦～ 

１ ２ 

３ ４ 

５ ６ 
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１９ ２０ 

２１  

 

 

 

 

※ ＱＯＬ 

（Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉｆｅ） 

生活の質。患者の日常生活をどれだけ苦痛の少ない

ものにするか の意味があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、野堀会長よりお礼の記念品を贈呈させて頂

きました。ありがとうございました。 
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出席率 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

  ６０名   ４３名   １７名    ４名 ７０．４９％ 

野堀  喜作 誕生祝いありがとうございました。今度は健康と女房を大事にして頑張りたいと思いま

す。 

増田  忠則 つくば学園ＲＣからすばらしいお花が届けられました。妻がことのほか喜んでおりまし

た。私も、本当にありがとう。 

稲葉  浩吉 妻の誕生祝いありがとうございました。 

田口  幸男 お正月のよい月のお祝いの会員の皆様 おめでとうございます。 

石川  英昭 誕生祝いありがとうございました。 

川崎  庄一 誕生祝いありがとうございました。 

菅原  俊 誕生日のお祝いを夫婦で頂きありがとうございます。 

斉藤  英夫 長い間欠席をしまして申し訳ありませんでした。体調はまだ完全ではありませんが、これ

からは出来るだけ出席する事としますので、引き続きよろしくお願い致します。 

路川  淳一 結婚記念日の花束ありがとうございました。私も呪文を覚えて沢山の娘と暮らしてみた

い。 

五十嵐 幸裕 新加入の為、遅れて申し訳ありませんでした。 

ニコニコＢＯＸ 

本日の合計 ￥６０，０００－ 

本年度累計 ￥９０６，５９０－ 

ビジター 

日下部 守昭 様 （財）動物繁殖研究所  
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２月の結婚・誕生祝い 

月 誕生日 結婚記念日  

会員 配偶者 

 

 

 

 

２月 

 中山  敬子     ２７  

    

   

   

細田  市郎     １２ 磯山  朝子     １３ 井田  充夫・優子   １ 

佐藤  裕光     １２ 路川  優子     １３ 藤原  譲 ・順子  １１ 

小堀  恒雄     ２５ 堀越  章子     １５ 冨田  茂 ・由美子 １３ 

 門脇  艶子     ２５ 大野  治夫・すみ子 １４ 

私の図書館 

先日中村会員より、会報のネタ不足解消にと「私の図書館」という新しいコーナーのアイデアを頂きました。

会員の皆様が読まれた本の紹介や感想発表の場としてまいります。また継続したコーナーとなる様、是非原稿

をお寄せ下さい。よろしくお願い致します。そして、第一回目は発案者中村会員の「国家の品格」です。 

「風説の流布」聞き慣れない言葉の事件がおこり政界から経済界と 

日本中が大騒ぎ、株価に踊った投資家もそして我々国民も大変な驚きの１週間でした。  

 

この騒ぎの中で本屋の店頭で久しぶりに、感動の一冊の本に出会いました。 

昨年１１月発行で１２月第５版増刷の売れ行きです。 

ライブドアー元社長の逮捕を予測したような記事にも感動の内容「会社は株主のもの？」  

「デリバティブの恐怖」は一読の価値あると思う。 

新潮新書、藤原正彦 「国家の品格」です。すべての日本人に誇りと自信を与える画期的日本論です。 

失い欠けた日本人の正しい国家観の方向が示されいます。 

国際化という名のアメリカに踊らされてきた日本人は誇るべき「国柄」を忘れてきた。  

 

頼みの「改革」だけでは、社会の荒廃は食い止めることはできない。 

こんなことも真面目に考える本をときには読むことも大切かなと思う 

 

つくば学園ロータリークラブ  

中村義雄 

国家の品格                    中村義雄会員 
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１／２４ 第３回分区ボーリング大会 

平成１８年１月２４日石岡ミナミボウルにおいて第３回

分区ボウリング大会が、開催されました。 

参加クラブチームは、つくばシティ、つくば学園、かす

みがうら、土浦、石岡８７、阿見、石岡、の７クラブが

参加しました。２ゲームの合計得点の個人戦と、優秀選

手上位５名の団体戦が、おこなわれ、ふだんの運動不足

を思いきり解消、リフレッツシュしました。優秀なアス

リートを擁する当つくば学園クラブは、上位進出者が多

く、団体戦では、当然に優勝、個人戦でも、ベスト１０

に３名が名を連ねました。 

 

 

成績は次のとおりとなりました。 

□ 

個人戦 順位  選手名             １Ｇ    ２Ｇ    総得点 

    優勝  山上 勝巳 （土浦）     １７２   １６３    ３３５ 

    準優勝 塚原英夫  （つくば学園）  １７２   １５０    ３２２ 

    ３位  中田 誠一 （つくばシティ） １５９   １５８    ３１７              

□                                           総得点 

団体戦 優勝  つくば学園   塚原 322  大野 289  中山    281  富田 248  野堀 247      １３８７      

    準優勝 石岡８７    島田 280  菊地 275  海老沢 266     鈴木 266  川又 262      １３４９ 

    ３位    つくばシティ  中田 317  小林 288  加藤    287  岡島 222  川口 215      １３２９ 

□ 

特別賞 染谷洪一 

 

 

 



つくば学園ロータリークラブ 
〒305-0047  
茨城県つくば市千現２丁目１番６ つくば研究支援センターＡ２８ 

電話 029-858-0100          FAX  029-858-0101 
Email:gakuenrc@axel.ocn.ne.jp 

■編集後記■ 

もうじき節分です。私の住む、土浦の中央２丁目の十字堂（薬屋）の辻では、節分の日の夜、今年厄年を

迎える男は、赤い褌に小銭を包んで、女性は腰巻に同じく小銭を包んで、厄落としをする、奇妙な風習が

あります。まかっしょと呼びます。落とした厄を拾った人は福を拾うとのこと、町内の有志の方が豚汁で

お迎えしています。先週の卓話が、妙に気になる方、厄年の老若男女の方足をおはこびください。  

（最近の世間のニュースがあまりひどいので、ローカルニュースをお知らせしました。）            

□                        ゆうこう      クラブ会報委員長  佐藤 裕光 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日下部様の卓話「がんとの共生」から、癌（がん）をテーマに辞書を引きました。英語ではcancerと書

き、蟹、星座の蟹座の意味もあります。癌腫瘍の様子が蟹に似ているから付いた名前とか。また国語辞典

では「①細胞が無制限に増殖し周囲の組織を侵したり他の臓器に転移したりして生体を死に至らしめる病

気。悪性腫瘍。②組織全体に障害を及ぼしている事柄」とあります。よく「あいつは社会の癌だ」とか

言ったりしますが、この場合は②の使用例となりますね。そう言われないように心掛けをしなければ。み

なさんもそんな共生はしたく無いでしょうから。          クラブ会報委員   齊藤 修一 

 ２月 ２日（木） 会長挨拶  野堀喜作会長 

          ２０周年実行委員会 増山栄実行委員長 

 

 ２月 ９日（木） 会員卓話「戌年の経済動向～株式市場から見る景気動向～」 

          黒羽根信弘会員 

 

 ２月１６日（木） 親睦例会 

          会員各位の親睦を深めるために時間を持ちましょう！  

 

 ２月２４日（金）に変更（夜の移動例会）   

          新年会及び山城ＲＣ歓迎晩餐会 

          会場：筑波山江戸屋 ＰＭ６：３０～ 

 

 ２月２５日（土） 創立２０周年記念式典 

          会場：オークラつくばアネックス ＡＭ９：００集合      

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.46gama.com/ 

例会日  木曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場  「オークラフロンティアつくば」 つくば市吾妻１丁目１３６４－１   
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プログラム 予告 


