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　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子

皆様今晩は
 本日のお客様、宝塚市長「中川智子様」、大
阪南RC「北嶋勇志様」、伊丹昆陽池RC「石橋
安雄様」、銀のステッキ「荒木有希様」どう
ぞごゆっくりとお過ごし下さいませ。

◆1月17日（土）・18日（日）に渡り開催され
ましたスポーツフェスティバルＩＮ宝塚。宝
塚市テニス協会「創立30周年記念」のオーク
ション売上金全額を2月31日、市長様にお届け
に参りました。その折の感謝状をと、本日市
長様がご多用の中、わざわざおでまし下さっ
ております。後ほどご挨拶を頂戴致します。

◆4月17・18・19日、二泊三日で、姉妹クラブ
の熊本水前寺公園RCと人吉RCとのジョイント
例会に出席し、全員揃って無事帰って参りま
した。前日までの荒天と打って変わり晴れと
なり気温も上がり旅行く日和となりました。
前回訪問は新幹線開4月、開通2ケ月前でした
が、今回は随分早くなり快適な旅でした。熊
本駅には細川会長・植野堀幹事様初め懐かし
いメンバーのお出迎えを受けホテルまで。夕
食にはメンバー多数が揃われ、旧交を温めま
した。
翌日も好天に恵まれ、～人吉酒蔵巡り～（球
磨川下り、寺院巡り、相良藩菩提寺、酒蔵巡
り）など。午後6時半からのジョイント例会に
臨みました。

会長挨拶は懇親会始まりの最後だったため、
最初に用意していた原稿を、頭の中で差し替
え差し替え行い、何とか無事終えることがで
きました。
最終日は曇りでしたが、国宝の「青井阿蘇神
社」へ。珍しい茅葺の「楼門」や、普段は入
ることが出来ない本殿・廊・幣殿に拝殿。宮
司様の説明をお聞きすることが出来ました。
10時人丸駅前の「からくり人形」を観て、大
急ぎで10：09特急に飛び乗り熊本駅へ。お世
話になった熊本水前寺公園RCのメンバーと別
れを惜しみ、再会を約束しお別れしました。

「モーゼの軌跡」や肝を冷やすこと、笑い話
満載。後ほど詳しくお聞き下さいませ。水前
寺公園ＲＣからのお土産と、メンバーからの
心ばかりのお土産ご賞味下さいませ。
翌日早速に細川会長様からお礼の電話を頂戴
致しました。私からも会長と幹事様にサンク
スレター投函いたしました。

私メの荷物持ちと介護のために同行してくれ
ました連れ合いから皆様にくれぐれもよろし
くとのことでございました。感謝申し上ま
す。皆様大変お疲れ様でございました。あり
がとうございました。

出席者は、栗田義博幹事・中村敏治・那須満
範・竹原喜記・田邊朱希美・古川彰治・槙野
稔・槙野会員ゲスト加藤様・山本章太郎・矢
野浩臣・田中哲三・田村久子・庸一夫妻・会
長小山一子・八郎夫妻でした。
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◆4月25日（土）の講演会が迫って参りまし
た。講演者の中村・那須先生初め、全会員の
皆様のご協力よろしくお願い致しておきま
す。終了後の「華さん」にての懇親会、どう
ぞお楽しみに！

◆本日の卓話は蓮尾会員です。よろしくお願
い致します。

■卓話
　　　　　　　　　　蓮尾　春輝　会員
「ABC検診（胃がんリスク検診）」について

◎胃がんリスクを評価するものであり、胃が
んを発見する手法ではない。
ヘリコバクター・ピロリによる慢性胃炎（萎
縮性胃炎）の状態を評価する検査というのが
正確であるのだろうが、受診者にわかりやす
いのでABC検診（胃がんリスク）検診と呼ん
でいる。

◎検査法
血　液　①ピロリ菌がいるか
　　　　　　ヘリコバクター・ピロリ抗体　
　　　　②胃が萎縮していないか
　　　　　　ペプシノゲン　Ⅰ 検査Ⅱ 検査
◎ABC検診
ABC検診 　　ヘリコバクター・ピロリ
 　　　　　　　　  抗体
 　　　　　  陰　性 　陽　性
ペプシノゲン 
    検査   陰　性 　A 　B
　　　　　 陽　性 　D 　C
　　　

A：胃がんになる可能性低い
B：胃がんになる可能性は少しある
　　ピロリ菌はいるけど萎縮はしていない
C：胃がんの高リスク群　→精密検査
　　ピロリ菌がいて胃粘膜が萎縮　　　　　
　　　　　　　　　　　（内視鏡検査）
D：胃がんの高リスク群
　　ピロリ菌も生息できないくらい弱った胃

◎偽A群（見せかけのA群）
　A群に分類されても以下のア～オのいずれか
に当てはまる場合、ピロリ菌既感染、現感染
が考えられるため、偽A群として精密検査を
勧める。
ア：ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ・ﾋﾟﾛﾘ抗体が３μ／ml以上、１
０μ／ml未満
イ：PG Ⅰ ≦３０μｇ／ml
ウ：PG Ⅱ ≧１２μｇ／ml
エ：PGI／Ⅱ比　＜４.５
オ：問診の結果、ピロリ菌の既感染、現感染
の可能性がある

◎ABC検診が不適当な人
　胃切除後
　ピロリ菌の除菌歴
　プロトンポンプ阻害剤の服用中
　食道、胃、十二指腸疾患で治療中
　腎不全
　ステロイドを使用中
　免疫抑制剤を使用

○北島　勇志様（大阪南ＲＣ）
本日は、初めてメーキャップさせて頂きま
す。よろしくお願い致します。

○イシバシヤスオ様（伊丹昆陽池ＲＣ）
本日お世話になります。

○古川　彰治君
熊本・人吉旅行楽しかったです。
中川市長ようこそ、又ビジターのお二方ごゆ
っくりして下さい。

○小山　一子君
宝塚市長中川智子様　大阪南ＲＣ北島勇志
（たけし）様　伊丹昆陽池ＲＣ石橋安雄様、
銀のステッキより荒木有希（ゆき）様ようこ
そ。どうぞごゆっくりお過ごし下さいませ。

○中村　敏治君
熊本での楽しい例会、有難うございます。
一寸、楽しみすぎて、心配をおかけしまし
た。

○芝池　巌君
29日（水・祝）からアステ川西で鉄道イベン
トをＧＷ期間中に開催します。5月3日には古
川さんと石田さんのご紹介で元宝塚歌劇団の
江莉千晶のコンサートを行います。よろしく
お願いします。

○竹原　善記君
熊本水前寺公園ＲＣとの合同例会　楽しい2日
間でした。

○田村　久子君
楽しい熊本の旅ありがとうございました。
心のこもったおもてなしに感動しました。
「人吉球磨を歩く」の著者の末吉さんの奥様
から、こちらからお電話を差し上げる所をお
礼のお電話頂戴して恐縮しました。末吉さん
ご夫婦の出会いの話も載っている「熊本うん
ちくの旅」という本をプレゼントされたの
で、読みたい方に回覧します。ありがとうご
ざいました。

◆本日のソング
「四つのテスト」
　　　　　　　　　　　　馬場　和代　会員

◆出席報告

◆幹事報告
①金、土、日と熊本、人吉へ行ってまいりま
した。早速お土産の品が届いております。人
吉の焼酎が送られましたので、この土曜日に
皆でいただきたいと思います。
②4月25日（土）は講演会です。皆様よろしく
お願いします。その後の懇親会　茶房「華」
での会費4000円、その場で徴収しますのでよ
ろしくお願いいたします。
③当クラブゴルフコンペ、7月11日（土）に宝
塚高原で行う予定です。詳細はまだですが、
この日予定しておいて下さい。
④4月29日は地区協議会です。よろしく。

☆☆5月のお祝い☆☆
会員誕生日
  17日　谷口敏彦君　
奥様（ご主人様）誕生日
　 4日　前田久美子様
結婚記念日
　 1日　堀弘二・典子様
　

　

　会長の時間

「われらの生業」
　　　　池田　美江　会員

「それでこそロータリー」
　　　　大門　美智子　会員

　卓話
　　　　林田　充弘　会員
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の熊本水前寺公園RCと人吉RCとのジョイント
例会に出席し、全員揃って無事帰って参りま
した。前日までの荒天と打って変わり晴れと
なり気温も上がり旅行く日和となりました。
前回訪問は新幹線開4月、開通2ケ月前でした
が、今回は随分早くなり快適な旅でした。熊
本駅には細川会長・植野堀幹事様初め懐かし
いメンバーのお出迎えを受けホテルまで。夕
食にはメンバー多数が揃われ、旧交を温めま
した。
翌日も好天に恵まれ、～人吉酒蔵巡り～（球
磨川下り、寺院巡り、相良藩菩提寺、酒蔵巡
り）など。午後6時半からのジョイント例会に
臨みました。

会長挨拶は懇親会始まりの最後だったため、
最初に用意していた原稿を、頭の中で差し替
え差し替え行い、何とか無事終えることがで
きました。
最終日は曇りでしたが、国宝の「青井阿蘇神
社」へ。珍しい茅葺の「楼門」や、普段は入
ることが出来ない本殿・廊・幣殿に拝殿。宮
司様の説明をお聞きすることが出来ました。
10時人丸駅前の「からくり人形」を観て、大
急ぎで10：09特急に飛び乗り熊本駅へ。お世
話になった熊本水前寺公園RCのメンバーと別
れを惜しみ、再会を約束しお別れしました。

「モーゼの軌跡」や肝を冷やすこと、笑い話
満載。後ほど詳しくお聞き下さいませ。水前
寺公園ＲＣからのお土産と、メンバーからの
心ばかりのお土産ご賞味下さいませ。
翌日早速に細川会長様からお礼の電話を頂戴
致しました。私からも会長と幹事様にサンク
スレター投函いたしました。

私メの荷物持ちと介護のために同行してくれ
ました連れ合いから皆様にくれぐれもよろし
くとのことでございました。感謝申し上ま
す。皆様大変お疲れ様でございました。あり
がとうございました。

出席者は、栗田義博幹事・中村敏治・那須満
範・竹原喜記・田邊朱希美・古川彰治・槙野
稔・槙野会員ゲスト加藤様・山本章太郎・矢
野浩臣・田中哲三・田村久子・庸一夫妻・会
長小山一子・八郎夫妻でした。

◆4月25日（土）の講演会が迫って参りまし
た。講演者の中村・那須先生初め、全会員の
皆様のご協力よろしくお願い致しておきま
す。終了後の「華さん」にての懇親会、どう
ぞお楽しみに！

◆本日の卓話は蓮尾会員です。よろしくお願
い致します。

■卓話
　　　　　　　　　　蓮尾　春輝　会員
「ABC検診（胃がんリスク検診）」について

◎胃がんリスクを評価するものであり、胃が
んを発見する手法ではない。
ヘリコバクター・ピロリによる慢性胃炎（萎
縮性胃炎）の状態を評価する検査というのが
正確であるのだろうが、受診者にわかりやす
いのでABC検診（胃がんリスク）検診と呼ん
でいる。

◎検査法
血　液　①ピロリ菌がいるか
　　　　　　ヘリコバクター・ピロリ抗体　
　　　　②胃が萎縮していないか
　　　　　　ペプシノゲン　Ⅰ 検査Ⅱ 検査
◎ABC検診
ABC検診 　　ヘリコバクター・ピロリ
 　　　　　　　　  抗体
 　　　　　  陰　性 　陽　性
ペプシノゲン 
    検査   陰　性 　A 　B
　　　　　 陽　性 　D 　C
　　　

A：胃がんになる可能性低い
B：胃がんになる可能性は少しある
　　ピロリ菌はいるけど萎縮はしていない
C：胃がんの高リスク群　→精密検査
　　ピロリ菌がいて胃粘膜が萎縮　　　　　
　　　　　　　　　　　（内視鏡検査）
D：胃がんの高リスク群
　　ピロリ菌も生息できないくらい弱った胃

週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
3月11日

本　日 32

32

2

2

30

30 

28

13 5 

93.33

60.00
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◎偽A群（見せかけのA群）
　A群に分類されても以下のア～オのいずれか
に当てはまる場合、ピロリ菌既感染、現感染
が考えられるため、偽A群として精密検査を
勧める。
ア：ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ・ﾋﾟﾛﾘ抗体が３μ／ml以上、１
０μ／ml未満
イ：PG Ⅰ ≦３０μｇ／ml
ウ：PG Ⅱ ≧１２μｇ／ml
エ：PGI／Ⅱ比　＜４.５
オ：問診の結果、ピロリ菌の既感染、現感染
の可能性がある

◎ABC検診が不適当な人
　胃切除後
　ピロリ菌の除菌歴
　プロトンポンプ阻害剤の服用中
　食道、胃、十二指腸疾患で治療中
　腎不全
　ステロイドを使用中
　免疫抑制剤を使用

○北島　勇志様（大阪南ＲＣ）
本日は、初めてメーキャップさせて頂きま
す。よろしくお願い致します。

○イシバシヤスオ様（伊丹昆陽池ＲＣ）
本日お世話になります。

○古川　彰治君
熊本・人吉旅行楽しかったです。
中川市長ようこそ、又ビジターのお二方ごゆ
っくりして下さい。

○小山　一子君
宝塚市長中川智子様　大阪南ＲＣ北島勇志
（たけし）様　伊丹昆陽池ＲＣ石橋安雄様、
銀のステッキより荒木有希（ゆき）様ようこ
そ。どうぞごゆっくりお過ごし下さいませ。

○中村　敏治君
熊本での楽しい例会、有難うございます。
一寸、楽しみすぎて、心配をおかけしまし
た。

○芝池　巌君
29日（水・祝）からアステ川西で鉄道イベン
トをＧＷ期間中に開催します。5月3日には古
川さんと石田さんのご紹介で元宝塚歌劇団の
江莉千晶のコンサートを行います。よろしく
お願いします。

○竹原　善記君
熊本水前寺公園ＲＣとの合同例会　楽しい2日
間でした。

○田村　久子君
楽しい熊本の旅ありがとうございました。
心のこもったおもてなしに感動しました。
「人吉球磨を歩く」の著者の末吉さんの奥様
から、こちらからお電話を差し上げる所をお
礼のお電話頂戴して恐縮しました。末吉さん
ご夫婦の出会いの話も載っている「熊本うん
ちくの旅」という本をプレゼントされたの
で、読みたい方に回覧します。ありがとうご
ざいました。

◆本日のソング
「四つのテスト」
　　　　　　　　　　　　馬場　和代　会員

◆出席報告

◆幹事報告
①金、土、日と熊本、人吉へ行ってまいりま
した。早速お土産の品が届いております。人
吉の焼酎が送られましたので、この土曜日に
皆でいただきたいと思います。
②4月25日（土）は講演会です。皆様よろしく
お願いします。その後の懇親会　茶房「華」
での会費4000円、その場で徴収しますのでよ
ろしくお願いいたします。
③当クラブゴルフコンペ、7月11日（土）に宝
塚高原で行う予定です。詳細はまだですが、
この日予定しておいて下さい。
④4月29日は地区協議会です。よろしく。

☆☆5月のお祝い☆☆
会員誕生日
  17日　谷口敏彦君　
奥様（ご主人様）誕生日
　 4日　前田久美子様
結婚記念日
　 1日　堀弘二・典子様
　

　

　

3

ひとくち

　三井住友銀行の連結子会社で、同行の各
店舗に現金の集配金を手がけるSMBCデリ
バリーサービスは5月から、サイバーダイ
ンの「ロボットスーツHAL 作業支援用
（腰タイプ）」を金融機関として初めて導
入します。重い現金を持ち運ぶ際の腰への
負担を減らす狙いだそうです。HAL作業
支援用（腰タイプ）は、腰に装着するバッ
テリー駆動のロボットスーツです。
搬送する現金は重く、特に高齢の従業員は
体に大きな負担がかかるケースがあったと
いいます。HALの導入により、作業時の
腰への負荷を大幅に軽減できるそうです。


