
「地球に役立つクラブを目指そう！！」 
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４月 母子の健康月間  

4月5日日（木） 例会 
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大里会長エレクト挨拶/幹事報告 

会員卓話 前島正基会員「薬物緊急事態宣言」／ニコニコBOX・その他 

 会長エレクト挨拶   大里 喜彦  

こんにちは 

本日はとても出席率がいいのですが、それは私が挨拶をするからでしょう

か？7月からは毎月挨拶をやらせていただきます。そして本日の出席率の

様に、皆様の出席率を高めていっていただきたいと思います。これから頑

張ってまいりますので、よろしくお願い致します。 

 

 

幹事報告 

３クラブ5月開催 承認の件 

2月15日・3月15日の例会の決算承認の件 

土浦RC創立60周年記念式典の案内がきました。 

今年度と次年度の会長と幹事４名で出席をします。 

奉仕活動のポスターの作成の件 

協賛予定 ピンクリボンフェスティバルの件 

つくば倫理法人会の特別セミナーの件 

つくばユナイテッドサンガイアの件 

 

委嘱状授与式  

井田充夫会員 登録委員会 
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4月 母子の健康月間  

3日 大堀健二 様 

5日 猪瀬 博 様 

5日 村上憲範 様 

8日 増田忠則 様 

9日 中山正巳 様 

13日 吉岡昭文 様 

18日 宮川健治 様 

22日 本多史郎 様 

22日 瀬戸口進 様 

24日 猪野研一 様 

25日 上野 修 様 

27日 圡田七百人様 

27日 清水義之 様 

1日 石井早苗 様 

10日 大野佐多子様 

13日 井田優子 様 

誕生日 奥様誕生日 

19日 

下村 正 様 
♡ 

  宏子 様 

20日 

皆葉真治 様 
♡ 

  直美 様 

20日 

古本朝彦 様 
♡ 

  彰子 様 

20日 

逆井甚一郎様 
♡ 

  まさい様 

20日 

林 康夫 様 
♡ 

  恵子 様 

25日 

小関 迪 様 
♡ 

  暎子 様 

27日 

前島正基 様 
♡ 

  朋子 様 

29日 

村上義孝 様 
♡ 

  美穂 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！ 

Congratulations  ４月の誕生日・奥様誕生祝い・ご結婚祝い  

3日 

小城 豊 様 
♡ 

  由美 様 

10日 

鬼沢一彦 様 
♡ 

 有紀子 様 

18日 

池田一郎 様 
♡ 

  幸代 様 

ご結婚祝い 
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4月 母子の健康月間  

増田 忠則 
先週、妻の誕生日でお花のプレゼントがあり、今日は私の誕生日で祝い酒をいただき有難うこざいます。お蔭さまで、夫婦

とも八十才（ヤソジ）を迎えることができました。日々感謝しております。 

東郷 治久 

本年4月より、法務省認可の外国人向けの日本語学校「つくば外語学院」を開校しました。タジキスタン・ウズベキスタ

ン・ギニアなど、10か国から約40名でスタートとなります。又、来月5月1日より、当オークラ２階の日本料理「筑波嶺」撤

退の跡に「山水亭オークラ店」を開店します。よろしくお願いいたします。 

瀬戸口 進 誕生日祝いありがとうございました。 

中野 勝 本日、第１回事前理事会が開催され、大里年度の準備が始まりました。だんだん気が重くなってきます。 

布川 博 長らくおぶさたいたしました。 

会員30,000円目標 

ニコニコBOX 

前島会員 

4月は母子月間ということで、母子の健康を考え国際奉仕の一環と

してお話を行います。 

 

子宮頸癌について 

HPVの感染で起こるタイプの珍しい癌です。子宮頸癌でなくなる方

が年間3千人がいます。 

ウイルスに感染して癌になるので、このウイルスを殺せればいいの

ですが、その治療法がない。初期に発見すると、狭い範囲での手

術になるので、負担はすくないが、後期になるほど、手術の範囲が

広くなり、体に負担がかかる。そして発生率は若年者の方は発生し

やすくなっている。若年者の感染が予防できないかということでワ

クチンという方法をとっています。現在治療法はないが、予防はで

きるといった状態にあります。ワクチンの問題点は副作用です。副

作用の主な症状は痛みです。ワクチンは２種類ありますが、免疫を

高める薬剤が入っている方が少し痛い。娘やお孫さんにこのワクチ

ンを打ちますか？そして、痛みの副作用から、一部の団体によって止まっているのが事実です。 

遺伝性  乳がんの遺伝子 HBOC 

共通の遺伝子を持っている方は乳がんになる確率が高くなります。ホルモンの治療をすると、本人の母親が乳がんだったりすると、

発生率が高くなる。欧米では遺伝子のあった時点で乳部を摘出するといった形を取っています 

将来の病気のかかりやすさの環境について 

生後早期の環境の影響を受けてしまうといわれています。妊娠中に食事制限を行うと赤ちゃんが将来糖尿病にかかりやすくなるとい

うデータもあります。 

産後うつ 

産後10以内に発症して、2週間くらいまでの、軽いうつのことを言います。昔はおじいちゃん、おばあちゃんに預けて時間の確保が出

来ていたが、現代では、一人ですべてを抱え込むケースが多くなっている。最近増えてきているのと、誰にでもかかる病気である。産

後うつで、乳幼児虐待や、産後自殺が多くなっている 

 

会員卓話  
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4月 母子の健康月間  

前島 正基 結婚祝い有難うございます。３０周年をめざし、頑張ります。 

村上 憲範 今月４月５日で７６才になりました。 

井田 充夫 

いよいよロータリーの新年度も近づいて新たな役員も大変だと思います。地区米山委員会は奨学生が４月から受入の為、

3ヶ月早くスタートとなり、今が大変です。今年は奨学生も世話クラブ・準世話クラブとして2人受け入れますので、米山っ

奉仕をよろしくお願いいたします。 

林 康夫 
昨年入会にあたり、奥さんに結婚記念日を念のため確認したところ、1カ月間違っていたことに気づきました。入会してよ

かったです。 

中山 正巳 誕生祝ありがとうござます。遠い昔、誕生日が楽しい少年時代に戻りたい。 

下村 正 先月は完全スリーピングしてしましました。しっかり目を開けて出席します。 

上野 修 誕生日、ありがとうございます。桜の開花が早く、誕生日には散ってしまいました。 

海堀 敏光 昨日、人生初めて花粉症を発症いたしました。 

飯泉 智弥 新年度 新たな気持ちで頑張ります。 

鈴木 昌実 大里次年度会長、これからよろしくお願いします。頑張ります！ 

高田 稔美 ボーリング例会楽しかったです。小城会長に頂いたお肉 とても美味しかったです。 

大堀 健二 誕生祝ありがとうございます。霧筑波で楽しい誕生会をしたいと思います。 

木村 英博 
本日、みどりの学園義務教育学園の開講式に参加して来ました。世界のあしたが見える学校という事で立派な学校で多くを

学んでつくばの未来を創造して頂きたいものです。おめでたい(⌒∇⌒) 

本日の合計 81,000円 本年度累計 970,000円 



 

  

〒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@46gama.com  

ジョイン アンド エンジョイ Rotary 心豊かに生きよう・・ 

2017-18年度 RIテーマ 

つくば学園ロータリークラブ  
例会日： 木曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場： オークラフロンティアホテルつくば 

  つくば市吾妻1丁目１３６４－１  

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 

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 
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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 

84 56 28 2 1 0 67.46% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

04月12日（木）19:00 ～ 21:00  移動例会 「つくばOAKライオンズクラブ合同観桜会」 場所：ホテルグランド東雲 

      ※観桜会前18：00より、「クラブ協議会」を予定しております。 
       2018-2019年度各委員会委員長は必ずご出席いただきますようお願いいたします。  

04月19日（木）10:00 ～ 16:30  移動例会 第2回職場訪問「湯崎湖」  
   9：50 集合（ホテルグランド東雲）/10：00 出発/11：00 湯崎湖見学及び実釣/16：30 湯崎湖出発/17：30 到着（ホテルグランド東雲） 
  ※職場訪問終了後18：30より、「家庭集会・懇親会」を予定。 全会員が対象となりますのでご出席いただきますようお願いいたします。  

04月26日（木）12:30 ～ 13:30  例会 地区大会実行委員会 

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

