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パスト会長の時間     小暮 博攵 

 PGA ﾂｱｰ(ｱﾒﾘｶ）と国内ﾂｱｰについて、私もｺﾞﾙﾌ業

界の片隅にいますので少しばかり会長の時間の中

でお話します。 

PGA ﾂｱｰは右肩上がりで伸びています。比較して、

国内男子ﾂｱｰは、1990 年をﾋﾟｰｸに(44 試合)2007 年

には 24 試合になり、その後 24~25試合であります。   

  国内女子ﾂｱｰは 38 試合で試合数、賞金額も増えて

います。国内観客動員数では、1990年 98万 6千人、

2015 年には 33 万 6 千人であります。 

一方 PGF ﾂｱｰの公式発表はｵﾊｰされていませんが、

一つの試合を例にとっても、今年度の PGF ﾂｱｰ､ﾌｪ

ﾆｯｸｽｵｰﾌﾟﾝで松山 英樹が勝った試合で一週間で 64

万 8 千人も観客動員がありました。この差は歴然と

したものですね。 

今後、JGTO の復活再生は、運営関係者の手腕と

ｺﾞﾙﾌ場、ｺﾞﾙﾌ練習場、ﾃｰｲﾁﾝｸﾞ､ｼﾞｭﾆｱ育成ﾌﾟﾗﾝの充

実と、ﾄｰﾅﾒﾝﾄ会場でのお客様へのｻｰﾋﾞｽへのﾌﾟﾗﾝを

考え、関係者一丸となり取り組み、石川、松山選手

を越えるｺﾞﾙﾌｧｰがｼﾞｭﾆｱ育成ﾌﾟﾗﾝの中から出てきて

ほしいと願っています。 

 

幹事報告         髙橋 和男 

✿第 1 回「日本 RYLA セミナー」開催のお知らせ

と受講生ご推薦のお願い 

✿「第５回オリエンティーション」開催のご案内 

 11 月 13 日(日) 14 時～ 国立女性教育会館 

✿米山記念奨学部門クリスマス会のご案内 

12 月 4 日(日) 午後 5：00～ 川越東武ホテル 

✿ハイライトよねやま 200 号  

✿ロータリアンの行動規範 

✿〔RIJO-FAQ〕配信履歴（～2016 年 10 月末） 

✿バギオだより  2016 年 11 月号 Vol.57 

✿例会変更・・・入間 RC、飯能 RC、入間南 RC 

■出席報告 

月 日 11/15 

会員数 27 

出席者 23 

出席率 85.2％ 

前回修正 92.6％ 

 

石井 實 

 

 

 

上野 孝二 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

11/29 「ｼﾆｱ又はそのご家族 

 嚥下障害の予防とｺﾝデｨシ 

ｮﾆﾝｸﾞ」ｴﾝｼﾞｪﾙ歯科ｸﾘﾆｯｸ 

青木院長 

12/6   年次総会 

 



        所沢中央 RC 

✿週報・・・新所沢 RC、所沢東 RC 

✿内田会長から、お電話があり、皆様にいろいろご

心配お掛け致しましたが、昨日(11 月 14 日)退院

され、自宅で療養なさるそうです。お声もお元気

そうで安心致しました。例会でお目にかかれる日

を楽しみにお待ち致します。 

 

 国際奉仕委員長      栗原 和明 

 皆さん今日は。国際奉仕委員会より報告させて頂

きます。 

先日の 11 月 2～4 日まで台湾 花蓮市の吉安扶輪

社に 7 名にて訪問し、例会に出席してきました。第

一例会でしたので、結婚記念日の奥様方、ﾛｰﾀｰｱｸﾄ

の 5 人の青年と会場に花を添えました。ﾛｰﾀｰｱｸﾄは

ｶﾅﾀﾞやﾒｷｼｺから来ている青年で、それぞれの情景や

御国自慢をスピーチしていました。又、誕生祝いに

は、大きなﾊﾞｰｽﾃﾞｲｰｹｰｷが持ち込まれ、ﾊﾞｰｽﾃﾞｰｿﾝｸﾞ

の中、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄが贈られました。又、ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽです

が、来月祈念式典があるからと思いますが、1 人

3,000 元です。日本円で 12,000 円ですが、皆平気

で納めているのには驚きました。 

最後に昨年

台湾、台中の

地震に私共の

ｸﾗﾌﾞが、33 万

円寄付を送り

ました。締切

日が過ぎてい

たとの事でｸﾗ

ﾌﾞで相談して、

台湾ｷﾘｽﾄ教会

が青少年育成

に一生懸命尽

力していると

の事で、そこ

に寄付をしま

したとの事で、感謝状を頂いてきました。   

ここにご披露させて頂きます。以上でご報告を終

わります。有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

♪♪ おめでとうございます ♪♪ 

 

親睦委員長            石井 秀夫 

 今年も 12 月 17 日(土) ベルヴィ ザ・グランに

てクリスマス パーティーを開催致しますので、会

員及びご家族の皆様大勢の御参加を心よりお待ち

申し上げます。沢山のプレゼントのご用意しており

ます。 

 

ニコニコボックス      吉田 栄治  

小暮 博攵 入間ハート病院 副院長 吉住先生  

本日は宜しくお願い致します。 

髙橋 和男 入間ハート病院 吉住副院長様 本日 

お忙しい中 卓話有難うございます。 

上野 孝二 本日は吉住先生お忙しい中 有難う 

ございました。 

堀江 大  吉住先生本日は宜しくお願いします。 

室伏 秀樹 前回欠席しました。吉住先生卓話宜し 

くお願いします。 

石井 秀夫 入間ハート病院 副院長吉住 豊先生 

本日は、有難うございます。どうぞ宜しくお願い 

致します。 

鈴木 伴忠 吉住先生 本日の卓話宜しくお願い 

します。 

本橋源太郎 吉住副院長 本日は宜しくお願いしま 

す。 RS 吉安扶輪社に行ってきました。石井 

パスト会長お祝有難うございました。 

須澤 一男 昨日11月14日県民の日に上田知事よ 

り市民の為にマラソン等を頑張っているとのこ 

ﾛｰﾀﾘｰ財団 100周年記念

ﾁｬﾘﾃｨー-ｺﾞﾙﾌ大会 ｼﾆｱ    

優勝 上野 孝二さん 



とでシラコバト賞を埼玉文化センタｰにおいて受 

賞致しました。 

栗原 和明 11 月 2.3.4 日台湾 花蓮市 吉安扶輪 

社訪問して来ました。相変わらずの大歓迎本当に 

有り難く思います。楽しい 3 日間でした。 

山田 富男 11 月 22 日(火)所沢西ロータリークラ 

ブ親睦ゴルフ大会 宜しくご協力お願い致します。 

大原 律子 吉安扶輪社ご訪問の皆様 大変お疲れ 

様でございました。たくさんの御土産有難うござ 

いました。 

 

 

 

大会テーマ  知恵と元気を 

＊大会 1 日目 11 月 5 日（土） 

            ﾎﾃﾙｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ 

 ・本会議 

 ・地区指導者セミナー 

 ・RI 会長代理御夫妻歓迎晩餐会 

＊大会 2 日目 11 月 6 日（日） 

       熊谷文化創造館・さくらめいと 

 ・式典 

( 特別講演 ) 「 国際ロータリー元会長 田中 

 作次さんに聞こう！ 

ロータリーとは、奉仕とは、人生とは 」 

 

卓話 胃癌になり易い人、なりにくい人 

―貴方も、貴方の家族もﾋﾟﾛﾘ菌除菌により

胃癌になりにくい人になれます― 

入間ハート病院 副院長  吉住 豊様 

  

胃癌は日本の国民病とされ年間約 13 万人に

発症し 5 万人弱を死亡させていますが、早期

に発見されれば治せる癌であります。胃癌の

原因の大部分（99％以上）は幼少期に家庭内

での口移し等で感染したﾋﾟﾛﾘ菌の慢性感染

症であります。 

 2013 年 2 月に慢性胃炎でのピロリ菌除菌

治療(1 日 2 回、1 週間の内服薬治療のみ)が医

療保険で可能になり、誰でも保険でピロリ菌

を治療でき、胃癌のなり易さを 1/3 に下げる

ことが出来るようになりました。 

 つまり、胃癌のなり易さは現在もピロリ菌

に感染している方(現感染者)が高リスク、以

前ピロリ菌に感染していた方(既感染)が中リ

スク、幼少時に感染しなかった方(未感染)が

低リスクです。 

 今では胃癌の発見は患者自身がモニター

を見、しゃべりながら、楽に検査が受けられ

る経鼻内視鏡検査が主体になり、ピロリ菌感

染は血液検査で簡単に受けられるようにな

りました。ぜひ貴方も貴方の家族も自分自身

の胃癌発症リスクを正確に認識し、治せる段

階で胃癌を発見致しましょう。 
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花蓮駅前にて いつも有り難い事です。吉安扶輪

社の、蔡会長御夫妻、楊さん他のメンバーの皆さん

の御迎えを受けました。有難うございます。 

 

 少し緊張の所沢西 RC メンバーの紹介 

 

 

 

本橋パスト会長 前倒しでバースデイ お祝 

されました。おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 栗原ﾊﾟｽﾄ会長の御挨拶です。 後ろで楊さんが通

訳なさっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 蔡会長から 感謝状・ロータリー旗を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の担当  本橋源太郎 

吉安扶輪社訪問ツアー 

    11 月 2 日~4 日 


