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国家「君が代」 

ロータリーソング「我等の生業」 

四つのテスト   宇野 美代子 会員 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫    

  ゲストスピーカー：麻倉 未稀 様 

    （歌手/ピンクリボンふじさわ実行委員長） 

  ゲスト：富田 京子 様 

     （元プリンセスプリンセスドラマー/ 

       ピンクリボンふじさわ副実行委員長） 

 

“いい女(1107)の日“にふさわしいゲスト!! 

    

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・カンボジアでマラソンに挑戦します。 

 ・事業所であった「錦鯉の買取」のお話。 

 ・かながわ Eクラブで、チャリティー寄席 

    日 時：11 月 18 日（日）12：30～ 

    会 場：第一相澤ビル 3F  

    木戸銭：1,000 円 

木戸銭の一部がポリオ募金となります。 

                チケットがありますので、お声掛け下さい。 

 ・田島義隆会員が、11月 14 日に旭日小綬章をお受 

  になるそうです。おめでとうございます。 

 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・例会終了後、理事役員会を開催致します。理事役 

        員の方は、ご出席をお願いいたします。 

 

≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

 ・椋梨 青少年奉仕委員長 

  11 月 11 日（日）、次年度派遣青少年交換学生の 

  選考試験があります。湘南学園より 2名が参加い 

  いたします。今年は 25 名の候補者がいて、たい

出席報告出席報告出席報告出席報告    （   ）内は計算に用いた会員数 

    

例会月日 会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率 
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１０月２４日 ４５（４５）名 ２８名 １７名 ６２．２２％ ６名 ３４名 ７５．５６％ 

１１月７日 ４５(４５)名 ２６名 １９名 ５７．７８％ 
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へん厳しい状況です。応援よろしく、お願いします。

    ・椋梨 会員 

  カンボジアの国際奉仕、職業奉仕について 

  11月29日に出発します。さんこうどうさんより、

ノートの寄付をいただきました。 

  特に文房具が、不足しています。買っていただく

必要はなく、余っているものがありましたら、ご

寄付をお願いいたします。 

   

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

     会員誕生日 11 月 13 日 小河 静雄 会員 

    

    

小河会員 一言メッセージ 

 

 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

 大小原 徹 会長 

  麻倉様、富田様、お忙しい所、藤沢 RCにようこ 

  そお越し下さいました。本日の卓話、よろしくお 

願いいたします。 

 田島 義隆 会員 

  11 月 14 日に旭日小綬章を受けることになりまし   

  た。 

  お付き合いくださっている方々のおかげと感謝 

  しています。 

  （本日、ご欠席ですが、お預かりしました） 

 椋梨 兼彰 会員 

  富田様、麻倉様、本日は藤沢クラブへようこそ。 

  楽しみにして仕事を切りあげて来ました。 

 大野木 加代子 会員 

  麻倉さま、富田さま 今日は藤沢ロータリークラ 

  ブにようこそおいで下さいました。お忙しい中、 

ありがとうございます。 

会議所文化サービス研修旅行に行かれた方、お世 

話になりました。 

 川上 彰久 会員 

  麻倉未稀様、富田京子さま、本日楽しみにしてお

りました。よろしくお願いいたします。 

 藤田 浩二 会員 

  麻倉様、富田様、藤沢ロータリーへようこそ。 

 落合 洋司 会員 

  麻倉様、富田様、ようこそお越し頂きました。 

  ピンクリボンふじさわ、是非ご協力させてくださ

い!!よろしくお願いします!! 

 野口 捷代 会員 

  今日は麻倉さん、富田さん、ようこそお越しにな

りました。お 2 人の力でピンクリボン運動を藤沢

に広めたいですね。 

  よろしくお願いします。 

 吉野 貴美 会員 

  “ピンクリボン”頑張れ!! 

   応援しております。 

小河 静雄 会員 

  麻倉さん、富田さん、ピンクリボンの時はお世話

になりました。スピーチ楽しみにしています。 

  誕生日のお祝いもありがとうございます。 

 下野 多佳子 会員 

  麻倉さん、富田さん、今日はとても楽しみにして

いました。ありがとうございます。 

 

 



≪小話≪小話≪小話≪小話    3333 分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫ 

  長津 豊 会員 

 

四国八十八ヶ所霊場巡りを終了しました。 

歩いて廻ると1,200キロ、50日掛かりますので、鳴門、 

土佐、伊予、讃岐をそれぞれ一月に 3～4 日かけて巡 

る一国参りをツアーバスでしました。 

編み笠に白衣、同行二人と書かれたショルダーの中に

は、お札と般若心経、数珠などの衣装で廻ります。 

般若心経が難しく、最初の方はよくわかりませんでし

た。半ば過ぎからようやくわかってきました。金剛杖

を付きながら、バスで行ったとしても山の上を歩いた

り、長い階段を上がったり、ロープウェイやケーブル

カーを使うなど、なかなか大変なことだった。 

先達という 20周以上廻った詳しい方が、ご案内して

くれ、話を聞き、お経をあげながら廻ります。 

1 月から 4月で切願し、5月報告とお礼を兼ねて、高

野山に上がり、最後のお参りをして終了となりました。 

バスは 40名で 1 台ほどのツアーですが、盛況で常に

満席状態でした。年配の男性一人という方が多いそう

です。1 月は寒く、ほとんどのお寺で、手を洗う水鉢

が凍っていました。3 月になって気候がよくなります

と、歩き遍路、自転車で廻る大学生が多くいました。

外国人も多く、彼らは歩き遍路です。 

年をとってまいりまして、一度は四国の遍路をやって

みたいという気持ちが強くなり、今年、実現いたしま

した。ご興味のある方は、阪急交通社の HPにご案内

がありますので、ご覧になってください。 

    

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

    藤沢ってすばらしい！藤沢ってすばらしい！藤沢ってすばらしい！藤沢ってすばらしい！    

    「ピンクリボンふじさわ」を立ち上げて「ピンクリボンふじさわ」を立ち上げて「ピンクリボンふじさわ」を立ち上げて「ピンクリボンふじさわ」を立ち上げて    

        歌手歌手歌手歌手    / / / / ピンクリボンふじさわ実行委員会ピンクリボンふじさわ実行委員会ピンクリボンふじさわ実行委員会ピンクリボンふじさわ実行委員会        

                委員長委員長委員長委員長        麻麻麻麻    倉倉倉倉    未未未未    稀稀稀稀    様様様様    

 

    

昨年、私は番組で人間ドックを受けて乳がんが発覚し、 

検査を受けて、悪性と告知を受けました。乳がんには、 

タイプがいくつもあり、すぐに治療が始められるもの 

ではないということを始めて知りました。病というも 

のは、自分がなってみないとわからないことが沢山あ 

るのだと感じました。6月に手術を受け、病室の中で 

声を出し、徐々に歌い始め、大丈夫だと感じました。 

退院して2週間後にはライブを考えておりましたので、 

元気になれるだろう、自分は大丈夫だと同じ病の方々

のためにも一日も早く復帰して、皆さんに元気を伝え

たいと思いました。

 

しばらく人間ドックをしていなかったので、体のメン

テナンスをしなくてはと思っていたのですが、父の大

病などがあり、先送りにしていました。ちょうど、テ

レビの「名医の太鼓判」という番組に出演することに

なり、国際クリニックで検査を受けたところ、乳がん



が見つかり、東大病院で告知を受けました。乳がんに

はタイプがあり、治療法もタイプによって違ってきま

す。私の場合、癌が少し大きかったので、抗がん剤治

療が必要となるかもしれませんでした。や放射線治療

となると、毎日、藤沢から東京に通うことになるので、

湘南記念病院の土井先生にお願いすることになりま

した。6月 22 日に乳房の全摘出手術と同時再建を行い

6 月 30 日に退院することができました。皆さん、覚え

ていらっしゃるでしょうか。6月 22 日は、市川海老蔵

さんの奥様小林麻央さんが亡くなられた日でした。こ

の日、私は手術を受け、まだ麻酔が効いてい手、知り

ませんでした。翌朝、ラインの速報で知りました。非

常にショックでした。私は助かり、麻央さんは小さな

なお子さんを残して亡くなられるという残念な結果

が、私は何かしなくてはいけないという思いを強くし

ました。復帰することの他に何か活動しなければと思

いました。生と死の分かれ目を知ったことから、何か

活動をしなければならないと思いました。私が歌手で

あることから、歌って皆様に元気を届けることを、神

様から、使命を与えられたと考えました。そして 7 月

には、庄野真代さんという大先輩とご一緒にライブに

立たせてもらいました。先輩の胸を借りて、歌うこと

画できました。真代さんご自身がいろいろな活動をし

てらっしゃいます。

 

湘南記念病院の私の主治医、土井先生より、藤沢市は

乳がん検診の受診率が低いと聞きました。富田さんは、 

ピンクリボンアドバイザー資格をお持ちで、既に土井

先生と活動をなさっていました。そのイベントで、私

にお話させていただく機会があり、「こんなに元気で

いられるのは、早期発見早期治療のお陰。藤沢に受診

率が上がるように」とお伝えしました。 

現在、日本人の 2人に１人が、ガンになるといわれて

います。乳がんは 11 人に 1 人が、今年になって、8人

に 1 人の割合で罹患すると言われています。 

私の場合、ステージ 2 で、5 年後の生存率が 95.4％、

さぼらずに病気を抑えておけば 10年は生きていられ

るであろうということです。ステージが上がるにつれ

て、生存率は下がりますが、治療をしながら、いろい

ろな分野で活躍していらっしゃる方も沢山いらっし

ゃいます。マンモグラフィーの受診者は、年々増えて

きてはいますが、40 歳以上の方でないと受診クーポン

券が出ません。それ以下の方は、自費ということもあ

り、一歩踏み込むことが難しい。見つかった時、恐ろ

しい、どのようにしたらよいかわからないので受ける

のがいやだという方もいらっしゃいます。罹患率が伸

びていることから、受診率を伸ばしたいと思います。

藤沢市の受診

率は 25％以下

に止まってい

ますので、50％

を目指してい

ます。神奈川県

の受診率は、全

国平均くらい

で、50％いって

いません。一番

受診率が高い

のは宮城県、一

番低いのは山

口県です。 

ピンクリボンふじさわのパンフレット 

藤沢市の受診率を上げるために何かできることはな

いかということで、「ピンクリボンふじさわ」を立ち

上げました。2017 年の 4 月 4 日に発足いたしました。 

重点的にしていきたいのは、二次予防の充実、藤沢市、

藤沢市医師会、保健医療財団等の関連機関と連携して、

体制を整えていきたいと思います。また、検診率の向

上に止まらず、罹患した方のケアをしていきたいと考

えています。患者さんだけでなく、ご家族やお友達、

患者さんを取り巻く方々が、どう接したらよいか、な

にをしたらよいかの悩むところだと十分でがんを経

験してわかりました。その悩みを解消できるような知

識を専門家の協力を得て、情報提供をしていきたと思

います。



マギーズ東京という施設があります。乳がん患者だけ

でなく、がん全体の相談のできる施設です。医療機関

ではなく、患者さんをサポートするための施設です。

そのようなものを湘南に持って着たいと考えていま

す。私自身が、乳がんになった時、友達からどうせい

いたらよいのかときかれました。寄り添ってあげれば、

気持ちは伝わると答えました。なかなか寄り添うとい

うことがどういうことか、具体的には難しいことです。

マギーズ東京は、予約なしで訪れることができ、とて

も静かで、落ち着いた施設です。寄付で運営されて、

講演があったり、お話を聞いていただいたり、相談を

したりして過ごす事ができます。医療技術は目覚しく

進んでいますが、このようなハートの部分のケアので

きる施設が、藤沢にもできたらと思っています。 

もう1つしたいことがあります。乳がんの患者さんは、

仕事をやめてしまします。仕事をやめないでほしいと

いうことを伝えたいです。就労というのは気持ちを前

向きに持っていけます。治療をしながら、働くという

体制の整った会社もできてきています。私自身、周り

のスタッフはもちろんいろいろな方の支えがあって

です。

 

藤沢市には多くのアーティストが暮らしています。 

先日、藤沢市民祭りの時イベントを開催いたしました。

土井先生とマギーズ東京代表の鈴木さんに講演をし

ていただき、富田さん、つるの剛士さんを交えシンポ

ジウムをしました。がん患者の方たちのチアチームの

ダンスや、コンサートで歌わせていただきました。第

二展示場では、ブースを立ち上げ、企業さんや団体の

方々にご協力いただきました。辻堂海浜公園やテラス

モールでのイベントでもブースと立ち上げさせてい

ただきました。今後の計画としては、イベント、ブー

ス、学校等の訪問で啓発活動をしていき、ラジオを通

じての発信、NPO 法人に「ピンクリボンふじさわ」を

していこうと考えています。人材、資金、拠点の確保、

が課題となっております。各関連機関と連携を計り、 

「ピンクリボンふじさわ」を大きくしていきたいと思

っております。 

 

 

 

副実行委員長の富田京子様からご挨拶頂きました 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

             ご紹介くださった 

            マギーズ東京のパンフレット 

              

 

 

大野木会員よりお二方のご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻倉様、富田様が表紙の 

「ふじさわびと voｌ.14」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      本日のお料理 


