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大野 治夫 会長挨拶  

12月１日（木） 例会報告 
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先週に引き続きまして不整脈その２です。

前回とあまり変わりませんが、今回は60歳

以上に多いということです。心房内のあちこ

ちで電気的興奮が発生し、心臓が細かく

震えるように動く状態を言い、胸がもやもや

するように感じることがあるそうです。心室細

動のように心停止を起こすわけではないが

心臓に大きな負担がかかって疲弊し心臓

の機能がていかすれば心不全につながるこ

ともあります。心房内の血液がよどめば血

栓ができやすくなり、血栓が脳の血管に詰

まり脳梗塞の原因にもなると言う事です。心房細動の治療は、血栓が出来にくくする抗凝固

薬や抗不整脈薬をもちいた薬物治療が中心で、完全に治すのはカテーテルという細い管を

血管から入れて異常な電気的興奮の発生源を焼き切るという治療法があります。脈が遅くな

る徐脈性不整脈で気を付けたいのが拍動のリズムが遅くなったり、一時的に止まったりしたと

きに起こる失神です。３，４秒拍動が止まるとめまいを感じ、９秒以上止まると失神するそうで

す。後ろに引きずり込まれるように意識が遠くなり失神です。不整脈は危険なものでもあります

が適切な処置をすれば命にかかわる事態を最小限に食い止める事が出来ます。前回もお

話ししましたが、定期的に心電図検査を受けることが大事な予防策だそうです。冷たい日々

が続くので十分に気を付けて下さい。 
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篠崎 忠志 幹事報告  

 
理事会の議題 

１．1月プログラムの件 

２．新年会企画の件 

３．IM（インタースティミーティング）の件2

月11日ホテルマロードつくばにて開催 

４．次年度小城会長年度の役員及び理

事選任結果の報告の件 

５．「中学生と語る会」講師依頼の件 

６. その他 

 ・1月12日木曜日に新春賀詞交歓

会が開催されます。  

幹事報告 

つくばマラソン（ロータリーエイド）お礼状の件 

土浦RC12月15日例会会場変更の件 

 年次総会  

 

第32代目の会長を仰せつかります、よろしくお願いいた

します。 

今年は理事役員もスムーズに決まり、半年後に私の

代が始まるのだと思うと緊張も高まります。 

次年度皆さまに助けていただきながら全力で活動して

まいりますので、よろしくお願いいたします。 

幹事 

菅原 俊 会員 

会計 

保原 幸弘 会員 

小城 豊 第３２代会長 

会長エレクト 

大里 喜彦 会員 
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副幹事 

中野 勝 会員 

副会長 

下村 正 会員 

SAA 

北島 睦男 会員 

職業奉仕 

山崎 幸登 会員 

社会奉仕 

木澤 藤房 会員 

国際奉仕 

前島 正基 会員 

青少年奉仕 

高田 稔美 会員 

米山記念奨学委員長 

浦里 浩司 会員 

広報委員長 

飯泉 智弥 会員 

直前会長 

大野 治夫 会員 

ロータリー財団委員長 

大堀 健二 会員 
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会員卓話  矢島  定雄  会員  

 
現在私は５つの癌と闘っています。その経過

をお話しします。 

そして皆様に万が一癌になったときは私の経

験の話をもとに克服してもらえたらと思い話を

します。 

１つ目の癌は上顎癌にかかりました。１２月暮

れに国立がんセンターに行き手術をし、抗が

ん剤と放射線治療で現在も後遺症で顔が

痺れています。その後、肺がんが見つかりま

した。右の肺は摘出、術後に原因不明の症状で右側胸部が空洞になってしまいました。そし

てその中にアザが出来始め、みるみる大きくなりました。３つ目の癌です。余命は１２月いっぱ

いだと言われ頭が真っ白になっていました。その時、癌の権威の先生を紹介され、癌細胞か

らワクチンを作っていただき克服しました。現在まで生きています。４つ目は右副腎にがん組織

が見つかり、筑波大学の先生、ワクチンを作っていただいた先生の教え子という方に放射線

治療をしていただき、直す事ができました。そして５つ目は左の副腎です。今現在、放射線治

療をしています。癌ができては精一杯叩いて治し、出来ては治しとこれからも続けていきます。

その様な中本当に励みになり、私を延命させてくれたのはロータリークラブの仲間でした。み

なさんの声掛け心がけがあって勇気をいただいています。せっかく頂いた命ですので、精一杯

頑張っていこうと覚悟を決めて日々生きています。 

このつくば学園ロータリークラブ

の８０名余りの仲間がいます。そ

れぞれ情報をもっています。本

当に有益な情報得ることができま

す。少なからず私は得ることがで

きました。だからこうして今も生きて

います。是非ともこれから会員卓

話を多くやっていただいてお互い

の情報を交換していってもらえた

ら、この卓話も本当に活きていくと

思います。ありがとうございました。 
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スナップショット  

2820地区第６分区ゴルフ大会にて優勝しました！！ス

タート時点は雪化粧、後半はポカポカ陽気でした、大野

会長の粘り強いゴルフで優勝を勝ち取りました、おめでと

うございます！  

 
号外  大野会長2820地区第６分区ゴルフ大会優勝 
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Congratulations  1２月の誕生日・奥様誕生祝い・ご結婚祝い  

21日 齊藤修一 様 

22日 今川武彦 様 

24日 高畠克友 様 

27日 村上義孝 様 

7日 広瀬未希 様 

9日 中田純子 様 

15日 塚田千恵子様 

15日 篠崎けい 様 

15日 鈴木陽子 様 

18日 高田清子 様 

25日 高畠範子 様 

26日 清水智子 様 

誕生日 奥様誕生日 

6日 

矢島定雄 様 
♡ 

 ミヨ子 様 

9日 

野堀喜作 様 
♡ 

  敏子 様 

18日 

宮本 学 様 
♡ 

 恵美子 様 

19日 

大木康毅 様 
♡ 

 真由美 様 

21日 

宮川健治 様 
♡ 

  麗子 様 

22日 

大野治夫 様 
♡ 

 佐多子 様 

25日 

今川武彦 様 
♡ 

  美香 様 

26日 

磯山正蔵 様 
♡ 

 とし子 様 

ご結婚祝い 

お誕生日・ご結婚記念おめでとうございます！ 
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飯田正行  
次年度役員の皆様よろしくお願いします。大里ノミニー頑張ってくだ

さい。  

磯山正蔵    

病人とは思えない程の力強い元気一杯ある卓話、有難う。 

大病された私共は、今元気でも明日は・・・・？と不安な日々を送ってい

ますが、矢島さんの様に前向きな考えを聞かされ、元気付けられまし

た。貴重なお言葉有難う。頑張ろうぜ！   

上野修      
先週末4日間韓国ソウルにて、ラケットボールアジアオープンに行って

きました。アジア８ヶ国の仲間と熱い戦いでした。次は中国です。  

木村英博      

次回の例会は、12月10日のクリスマスパーティーになります。皆様の

ご参加を心よりお待ちしております。 

ビンゴ景品のご協力も多数頂いております。重ねて感謝申し上げま

す。景品のご協力は当日まで受け付けいたしますので、宜しくお願い

致します。  

齊藤修一  誕生祝いありがとうございます。  

下村正       
スーツを着て例会に参加しましたのはガバナー公式訪問依頼です。

気持ちが引き締まります。   

高田稔美  今年もあと１ヶ月ですね。次年度役員の件もありがとうございました。    

高野勝  
矢島さん、大変壮絶で貴重な体験談ありがとうございました。尊敬致

します。私も肝に命じて参ります。   

塚田陽威  
矢島さん、大変な話をご苦労様です。くれぐれも大事に頑張って下さ

い。  

中野勝  
無断出席者多数の為か、食事がお預けになってしまいました。人が食

べるのを見ているのは悲しいものがあります。  

中山正巳  

61歳にて、二度目の住宅を建て無事に引っ越しを済ませ、43年前に建

てられた住宅の解体に際しては若干寂しさを覚えました。 

今年は出費の多い年でしたが、大野会長の一言で、グランドステージ

での家具購入では若干おまけしていただきました。会長ありがとうご

ざいます。 

 
ニコニコBOX 
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野澤俊夫  

11月20日のつくばマラソンには、大勢の方々にご参加、ご協力いただ

きありがとうございました。お陰様で、飲み物、食べ物ともに大変好

評で、あっという間にはけてしまいました。来年は、開店の時間を少し

遅らせた方が良いかも知れません。  

広瀬潤    昨年のプレゼントはとぼけてしまったけど、今年は、倍返しになりそう

前島正基      
次年度国際奉仕委員長拝命いたしました。出席率向上に向けて頑張

ります。ご指導の程宜しくお願い致します。  

路川淳一      

ハノイエ科大学で、学生と日本企業や日系企業の就職支援（セキショ

ウ・ジョブフェアー）を開催してきました。700名の参加学生は、頭が良

く非常に真面目でした。優秀な人材を募集中の方は、来年ご参加を頂

ければ良いと思います。   

村上義孝  お誕生日祝いありがとうございました。２７日で４２才になります。これ

矢島定雄       

結婚祝いありがとうございます。本日12月1日です。 

また、私のつたない卓話、お聞きいただきありがとうございました。

ロータリーの仲間は最高です。 

山﨑幸登  次年度の理事拝命いたしました。よろしくお願い致します。    

保原幸弘   
クリスマスパーティーは、社内旅行の為欠席とさせていただきます。

申し訳ありません。   

 
ニコニコBOX 

本日の合計 １１１,000円 

本年度累計 604,000円 

会員数 出席数 欠席数 
内無断 

欠席数 
出席免除数 メイクゲスト 出席率 

82 64 18 0 3 0 81.01% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  
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〒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 

地域に役立つクラブを目指そう！！ 

2016-17年度 RIテーマ 
つくば学園ロータリークラブ  

例会日： 

例会場： 

木曜日 １２：３０～１３：３０ 

オークラフロンティアホテルつくば 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

４つのテスト 

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 

つくばオールロータリアンFaceBook同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報などをFaceBook上で共有していま

す。皆様、ぜひご活用ください 

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト  

 

ホームページもご覧下さい 

http://www.46gama.com/  

つくば学園ロータリークラブ

京都山城ロータリークラブ 
（第２６５０地区） 

友好クラブ 

プログラム予告  12月・１月 

公開  https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts  

非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts  

非公開QRコード 公開QRコード 

12月15日（木） 例会 12:30～13:30  招待卓話(株)D Style 守屋俊甫氏「健康・エンターテイメント」 

              ＊例会場⇒ オークラ 新館「アネックス・昴西」 

12月22日（木） 例会12:30～13:30 招待卓話 茨城県 企画部空港対策課 係長 飯村勝輝氏 

         いばらきスカイガイド 田中 恵氏「茨城空港のＰＲ」 

12月29日（木）休会 休会①（定款細則第6条第1節） 

01月05日（木） 理事会11:00～12:00  役員・理事 Ｐ委員長、親睦委員長 

01月05日（木） 例会  12:30～13:30・会長年頭挨拶 会員卓話「年男の抱負」会員奥様誕生結婚祝 12月ニコニコ大賞 

01月12日（木） 職業奉仕月間に因んで 現在調整中 例会場：ホテルグランド東雲 

01月19日（土） 移動例会 19:00～20:30 「新年会」 新春ゴルフコンペ：筑波東急ＧＣ スタート9:00（集合8:30） 

01月26日（木） 例会 12:30～13:30  招待卓話 つくばジオパーク推進室「筑波山地域 日本ジオパーク認定」 

https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts

