
 

＜週報№ 2,974＞ 3,086回例会 

2022年 5月 27日（金）開催 

■会長／北川 和彦 ■幹事／飯田 兼光 

◆司会＝玉本 広人ＳＡＡ 

◆ゲストビジター＝おりません 

◆出席報告 

本日 １００．００％ ０名欠席 

前回訂正 １００．００％ ０名欠席 

◆ラッキーナンバー＝№25 高野健光君 

◆ニコニコボックス＝●北川和彦君、飯田兼光君＝創立 65周

年記念例会が近づいて来ました。会員皆様のご協力ご参加お

願い致します●川村総一郎君＝ゴルフ例会優勝させて頂きま

した。ありがとうございました。次回皆様の挑戦お待ちして

おります●小平直史君＝今回はプログラム委員会の担当例会

です。小山洋会員の新入会員卓話です、よろしくお願いしま

す。結婚記念日にお花を頂いて●八幡一成君＝みなさん、こ

んにちは●小口武男君＝連続欠席しすみません。65 周年の記

念誌ありがとうございました●高野健光君―ラッキーナンバ

ーに当たって 

◆会長告知＝北川和彦会長 

先週のゴルフ例会は所用があって遅刻し申し訳ありません

でした。前から山田文雄副会長にどこかでご活躍いただく機

会をと思っていたので、うまくお願いできる仕事が作れて良

かったです。ゴルフの方は川村総一郎会員が見事優勝されま

した。ブービーメーカーはこの私で、私くらいの下手なゴル

ファーがもう少し増えると気楽に参加できるのですが、次回

のゴルフ例会は下手さで私に負けない選手の参加をお願いし

ます。６月５日の６５周年記念イベントはリアルで開催する

ことに理事会で決定していただきました。感染レベルも３に

落ち、多くの来賓が参加していただけるので、なんとか成功

させて次期につなげたいと思います。会員全員に持ち場があ

る催しです。皆様のご協力をお願いします。６５周年記念の

寄付ですが、これまで１６名の会員からご寄付をいただきま

した。まだ間に合いますので、多くの会員のご寄付をお願い

します。増沢洋太郎会員が先日、６月末をもって退会すると

の届けを出されました。例会には誰よりも早く到着され熱心

に活動をされていたので大変残念です。本日は５月最後の例

会です。役員の引継会を６月１４日に鷺の湯で行います。有

賀会員に引き継ぎが不十分ではないかとのご指摘を受けまし

た。委員会内の引き継ぎもリアルで是非行ってください。 

今期はコロナ禍で活動が消化不良でした。引き継ぎを十分に

して加藤・川村年度に引き継ぎたいと思います。 

本日は小山洋会員の卓話です。よろしくお願いします。 

◆幹事報告＝飯田兼光幹事 
本日はプログラム委員会による会員卓話です。宜しくお願い

致します。昨日、新旧役員・委員長引継ぎ会の案内を送信さ

せて頂きました。6月 14日（火曜日）ホテル鷺乃湯にて 18:30

より引継ぎ会を行います。 

新旧役員・委員長の皆さんは 6 月 7 日までにＦＡＸにて出欠

のご回答願います。尚、都合がつかない場合は、副委員長以

下による代理出席をお願い致します。新入会員候補者、三井

住友銀行 諏訪支店長、諏訪法人営業部長の早川 亮（りょう）

さんの審議が行われ全員一致で承認されました。 

推薦者は太田信男会員と小口武男会員です。ご異議のある方

は幹事宛 7 日以内にお申し出ください。いよいよ来月は

2021-22年度最終月になります。6月 3日の例会は次年度会長、

幹事、役員の皆様に「次年度に向けて」をテーマにご挨拶頂

きます。宜しくお願い致します。 

6月 3日例会終了後理事会を開催いたします。 

◆委員会報告 

●米山奨学会委員会・小口武男委員長 

米山奨学会と財団の寄付を募っており

ます。15名と 16口の寄付の申し込みを

いただいておりますが、もうあと一歩頑

張ると太田会員からも話をいただいて

おりまして、ぜひ寄付をよろしくお願いしたいと思います。

米山奨学会の寄付は一口 10万円です。財団の寄付については

1000ドルで、今の円安で 13万円になっております。諏訪ロー

タリーの口座に振り込むことも可能です。ぜひよろしくお願

いいたします。 

●創立 65周年 式典・祝宴部会 部会長花岡秀則部会長 

お手元の資料をご覧ください。 

6月 5日 式典・祝賀会での皆さまへの

お願いとなります。当日は北川会長と古

屋実行委員長に全体を統括していただ

きます。実行委員会と会員の皆さまで 

■受付案内 ■来賓接待 ■式典会場 

■祝宴会場■司会進行 ■友愛の広場 ■記録の各持ち場に

分かれそれぞれ作業をお願いする形となります。皆さまの詳

細な作業内容につきましては、来週の 6 月 3 日の例会で説明

させていただければと存じます。ご都合がつかず当日欠席さ

れる会員のお名前も記入してあります。これまでのご経験か

らアドバイスを頂戴したとの思いからです。どうぞ引き続き

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

●65周年実行委員会事務局 川村総一郎事務局長 

65 周年記念誌が完成いたしましたの

で本日皆様のメールボックスに入れ

ました。皆様のおかげをもちまして当

初予定通りの納期で作成していただ

きました。宮坂記念誌部会長、作成に

かかわって頂いた委員の方々、製本に携わって頂いたＪ－Ｋ

ＩＤＳの皆様に改めて感謝申し上げます。ありがとうござい

ました。残す事業は 6月 5日の記念式典と祝宴になります。 

ここで当日の開催概要を簡単に説明させて頂きます。先ほど

配布いたしました資料をご覧になりながらお聞きください。 

当日の式典は来賓 2名、招待者 19 名、クラブ員 41 名の合計

62名、祝宴は 57名の参加となります。会場は式典・祝宴は 2

か所に分かれます。式典は１階里神楽、祝宴は３階やわらぎ

になります。友愛の広場は同じく３回のホワイエに設置いた

します。当日スケジュールといたしましては会員の皆様は１

２時３０分に 1 階里神楽に集合していただきます。昼食の用

意はありませんので済ませてからご集合ください。 



（尚、会長幹事、実行委員、配布いたしました資料の 2 重

丸と丸のついたリーダー、サブリーダーの方は 10 時 30 分に

集合していただきます。） 

12 時半に集合していただきましたらその場でまず全体ミーテ

ィングを行います。引き続き、集合写真を撮らせていただき

ます。その後配布資料記載の役割担当に分かれて頂きそれぞ

れに会場設置等をおこなって頂きます。式典は 14 時 15 分よ

り受付開始をして 15時式典開始の点鐘になります。終了時間

は 16 時 30 分頃を予定しております。その後 3階に移動して

いただき１６時５０分より祝賀会を開催いたします。アトラ

クションは北澤会員のお知り合い“マチルダフォー”さんの

ディキシーランドジャズの演奏を楽しんでいただきます。終

演は 18時 30分を予定しております。 

登録費ですが¥15,000とさせて頂いております。当日写真撮影

後に13時半からの会員向け受付を設けますのでそこでお支払

いください。尚、今回全員登録とさせて頂いておりますので

式典に参加されない会員にもお金をお支払いいただく事にな

ります。当日不参加の会員は改めて事務局の方で集金させて

頂きます。以上簡単な説明をさせて頂きました。詳細は次週 6

月 3 日例会時の委員会報告にて各部会から説明していただき

ます。式典祝宴の成功に向け皆様のご協力いただきますよう

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

●小針哲郎会員…スワコエイトピークストライアスロンの件

でご報告を申し上げます。諏訪クラブ

の多くの会員にご協力いただき、大会

本番まで残り１か月を切りました。現

在コロナ対策や交通規制の最終的な

詰めを行っております。エントリーは

定員 1000名に対して現在 700名で、最終確定はしておりませ

んけども 5月中にはエントリーを締め切ります。 

大会の安全運営に向けて努力をしております。大会公式サイ

トから個人の皆様からの寄付金のお願いをしております。ご

理解をいただき、ご協力をお願いしたいと思います。ありが

とうございます。 

◆クラブフォーラム＝プログラム委員会 

●新入会員卓話・小山洋会員 

皆さんこんにちは。こやま乳腺・甲状腺クリニック院長の小

山洋です。出身は長野市です。職歴は

いろんな病院を転々とする形でやっ

てきました。今開業に至っております

が、その前は諏訪赤十字病院で 3年間

勤務をさせていただきました。 

趣味はギターで、中学のときから本当

に趣味程度でやっていて主にエレキ

ギターです。もう一つは筋トレで、3年ほど前から筋肉の落ち

を感じまして、機材を運んでいろいろトレーニングしており

ます。ダニエル・クレイグを目標に、いつかはなれるかなと

思っていますが、ハリのある大胸筋にはなれず毎日筋肉痛で

仕事をしております。 

基本的に乳腺っていうと、婦人科がやっているのでは思われ

る方も多いみたいなのですが、乳腺は基本的には外科で診療

しています。今、乳がんがとても増えています。女性のがん

の１位に位置づけられており、罹患する患者さんが年々増え

ている状況です。まず 2001 年はだいたい 20 人に 1 人の女性

が乳がんになると言われていました。外科の病棟に 40～50人

ほどの患者さんがいる中で、その当時は乳がんの患者さんが 1

人 2 人いるかいないかというくらいで、年齢の高い胃がんや

大腸がんなど他の患者さんが主でした。それから少しずつ患

者さんが増えているという感じがあり、2011年で 12人に 1人

っていう統計になります。去年の時点でだいたい 10人に 1人

の女性が乳がんにり患すると言われていますし、もうじき 9

人に 1 人と言われています。アメリカとかヨーロッパはいわ

ゆる乳がん先進国と言われていて、患者さんがとても多く、 

アメリカでは 8 人に 1 人が罹患しており、日本も近づいてい

ます。以前は高齢の方が多く、体の中で遺伝子が傷つけられ

てがん化をしていく、それをまた自分で修復してからがんか

ら逃れていくメカニズムがあります。高齢の方の場合は修復

がきかなくなってくることが多いので、そういう年齢で発が

んする方が多くおられました。今は生活環境が大きく変わり、

昔日本は魚とか野菜とかを中心に食事をしていましたけれど

も、今はやっぱりハンバーガーとかピザとかいろいろジャン

クフードと言われるものから、食事自体もほぼ欧米化してい

ます。身体にとって環境要因が変わることで体内環境が変わ

り、だんだんアメリカやヨーロッパの形に近づき乳がんの患

者さんが増えています。例えば諏訪日赤に私がいた 3 年間で

は、だいたい乳がんに関しては 1 か月から 1 か月半ぐらい先

まで患者さんが埋まるような感じになってきました。とても

増えてきて、なかなか診療が追いつかなくなってきた実感も

ありましたし、今とても大きい問題となっています。 

こういう形で乳がんが増えていて、一番大事なことはという

と検診につきます。アメリカはり患者が多く死亡率も非常に

高い状況でしたが、10 年以上前から検診に非常に力を入れる

ような形になってアメリカはいま死亡率がどんどん下がって

います。早く見つかるということもありますし、あと乳がん

の領域は非常に薬物療法がどんどん新しいものが出てきてい

るという状況ですので、乳がんの患者はほぼ治ります。進ん

だ状態で見つかると苦戦することもあります。どうしても再

発をきたしてしまうことがありますので、一番は早期発見を

目標にした検診をしっかりやっていくということになります。 

うちのクリニックに関してお話をさせていただければと思い

ます。クリニックの外観はメルヘンチックですし、外壁もピ

ンク色です。実は乳がん啓発のシンボルマークはピンクリボ

ンです。乳がん診療で諏訪に骨をうずめたいと私の決意の表

れだと考えていただければと思います。建てる方はかなり苦

労されたと思いますが、これもスワテック建設の岩波会員に

わがままを言わせていただき、こんな綺麗な建物にしていた

だきとても感謝しております。クリニックには見えない作り

になっており、どちらかというと「ジブリ」に出てきそうな

雰囲気だと思います。次に待合になります。患者さんはとて

も緊張してお見えになるので、リラックスできるような感じ

がいいなということでホテルのロビーだとか、そういう画像

を見て勉強してやっております。40 歳以上の女性の方は検診

の第 1 選択がマンモグラフィーになりますが検査としてはと

ても評判が悪く、やっぱり痛いです。とても痛いです。ただ

年 1 回ですね、あのどうか痛みをご勘弁くださいっていう話

をいたします。 

検査が終わると診察になりますが、診察室入る前には松本山

雅 FCのポスターがはってあります。私、10年ほど前から応援



しておりまして、うちのクリニックはパートナーカンパニー

という形で応援をさせていただいています。次に患者さんは

椅子に座ります。皆さん左手の壁を見ます。だいたい患者さ

んは二度見いたします。山雅グッズで溢れており、よく街に

ある旗やタペストリー、それから諏訪出身の小松蓮選手の等

身大のパネルがあります。山雅 FCは女性のサポートが多く特

に諏訪・岡谷の地域には熱烈なサポーターが多くこれがある

ため患者さんとの話が終わらないことも多々あります。 

こんな形で始めたクリニックも 6月 1日で 7年になります。7

年前、諏訪市の医師会入会の挨拶のときに 3 年間も諏訪で診

療もしていますし、住民票も移しましたので、身も心も諏訪

の人間になりましたという挨拶をした記憶があるのですけど、

ちょっと不安はあります。そこで今年は御柱祭りがありまし

たけれども、1回ぐらいはちゃんと参加してもいいと思いまし

て、梃子係をさせていただきました。上諏訪地区ですので 1

日目は秋宮 2の柱、2日目から秋宮 1の柱でした。なかなかな

い体験をさせていただく中でもこれで、もう諏訪の人間と言

ってもいいかなというふうに感じております。また、ロータ

リーの活動にも還元できていければと思っています。ご清聴

ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたし

ます。 

 

◆今後の例会日程 

 

6月 3日 金 
クラブ協議会 次年度へ向けて 

（次年度会長・幹事・役員） 

６月 5日 日 創立 65周年記念式典・祝賀会 

6月 17日 金 退任役員あいさつ 


