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むくろじの会 「総会・勉強会・懇親会のおしらせ」

黄色いコスモス

２８年度の総会のお知らせをする時期が今年も来ました。
いつもと同じ松本での開催ですが、皆さまにお会いできます
時を楽しみにしております。

昨年、会員の息子さんがプロのクラシック歌手になられた
とお聞きしたので是非、歌ってくださいとお願いして出演料
は無料、経費だけと言う事でミニコンサートを開きました、
昨年の勉強会の様子
とても楽しいコンサートになりました。
「次回もコンサートを開いてください」と言う声が多かったので、今年もミニコンサートを開く
事にしました。みなさん、聞きに来てくださいね。
勉強会も大切です、懇親会の時間も十分にと昨年より少し長くしました。
どうぞ、ご参加ください。

先日、私のところへ小さな包が送られてきました、何かしらと開けてみますとお手紙とプラス
チックの筒に入ったきれいなむくろじの実が入っていました。
皮が少し透き通っていて中の黒い実が透けて見え、振ってみるとカラカラと音がします。
お手紙には「鎌倉の大仏に行ったら大仏様は保存修理工事中で見られなかったのですが、古い写
真など展示され無料開放されているところへ行くと、そこでたくさんのむくろじの実が落ちてい
るのを見つけました。」と言う事で、家に帰ってインターネットで「むくろじ」を検索し、そこ
で「むくろじの会」を見つけ、会報№２を読んでくださり、ニューズレターが会報「むくろじ」
になったいきさつを知っていただいたようです。
「今回、本当に全く関係のない私が勝手な事をしてしまいましたが、こうやって、いろいろな病
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気の事を知らない人たちの目に止まることは、とてもいいことだと思います。
これからも頑張って活動を続けてください。」と結んでくださいました。うれしかったです。
むくろじの実は私もどこかで見られないかと探して見つけ、手にしていましたが、この方のお気
持ちが本当 にうれし くて、もう ひと頑張 りしてみよ うかなと 言う気持ち になりま した 。
鎌倉のＨさん、ありがとうございました。

2016 年度むくろじの会 総会・勉強会・懇親会の日程
４月１６日（土）

時 刻

ＪＲ松本駅集合

内 容

１２：１０

・役員が松本駅アルプス口で迎え

（アルプス口）
受付

・宿舎のバスが迎え
１２：００～１３：００

・参加者の確認

（ロビー）

・年会費等の徴収
・名札を渡す（各人で記入）

総会 （会議室）

１３：００～１３：３０

・前年度事業、決算報告等
・今年度事業、予算等提案、質疑応答

「ＭＥＮの今・これから」

１３：３０～１４：４０
勉強会（会議室）
質疑応答

フリートーク

１４：４５～１５：５５

櫻井晃洋先生

信州大学

山崎雅則先生

信州大学

山下浩美遺伝カウンセラー

・小グループに分かれて自己紹介、情報交換、

（会議室）

ミニコンサート

札幌医科大学

懇親等

１６：００～１７：００

・バリトンとピアノによるミニコンサートを
お楽しみください。(内容は別紙)

ＪＲ松本駅送り

１７：００

・日帰りの人は解散

自由時間（入浴など） １７：００～１８：３０

・宿泊の人は各部屋に入り、夕食懇親会まで入
浴など、ゆっくりおすごしください。

夕食懇親会

１８：３０～２０：３０

・大いに飲んで食べて、ゲームなど楽しみましょ

（宴会場）
二次会

う。
２１：００頃～

・まだ話し足りない人、飲み足りない人はご参

（和室）

４月１７日（日）
朝食後解散

加ください。

観光を希望する方は役員にご相談ください。
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★

会場
「みやま荘」

松本市浅間温泉 3-28-6

Tel:0263-46-1547

FAX:0263-46-7442
http://miyamaso.org/header_navi/access
松本 IC から車で 20 分
JR 松本駅からバスで 20 分

★

会費
・宿泊する人
１泊２食
・夕食のみの人

１２，０００円
６，０００円

★ 夕食懇親会時にゲームをしますので、家にある遊休品などをご用意ください。
（千円程度のもの）

国際人類遺伝学会に患者会ブースを出展します

黄色いコスモス

４月３日～６日に国立京都国際会館で国際人類遺伝学会が開かれます。
患者会ブースを出しませんかとお誘いをいただきましたので、めったにない事と出させていただ
くことにしました。先日のお知らせですと患者会ブースは１５ブースで学会の参加者は海外、国
内合わせて３０００人だそうです。

４日間、役員３人が交代でブースに立たせてもらいますが、なにしろ英語が話せませんから
ＭＥＮの病気やむくろじの会の事をどのように知っていただこうかと考えています。
通訳の方達もいらっしゃるようですがどんな事になるのか少し心配です。
でも大勢の人たちと交流できるよう頑張ってきます。

年会費納入と値上げ(２９年度より)のお願い

年会費の納入は４月から６月末までとなっています。２８年度の会費納入をお願いします。
4 月の総会に出席される方は、当日受付時に納めることも可能です。
２８年度の振り込み用紙は総会の資料と一緒にお送りしますので、総会終了後までお待ちくださ
い。
数年前の総会でもお話ししましたが、むくろじの会の事業(ホームページの管理費・会報の発
行・各地での勉強会・関係学会の患者会ブースへの展示)などへの経費が会費の収入より支出の
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方が上回っている状況です。
今まで年会費は、一家族２,０００円をいただいておりましたが、このままですと赤字になり、
むくろじの会の活動が立ち行かなくなってしまう恐れがあります。 現在は、寄付金が残ってお
りなんとか赤字にならずにすんでいますが、収入と支出を見ていただければ良くわかると思いま
す。
そこで、みなさんにご提案とお願いです。
２８年度まではこれまでどおり一家族 2,000 円としますが、２９年度からは年会費を、値上げさ
せていただきたいと思います。
あれもこれも値上げだらけの今日の経済状況を考えますと本当に心苦しく、みなさんにはご負担
をかけることになりますが、活動の発展や勉強会による意識向上、会員同士の交流をより充実し
たものにしていくために、是非ご協力をお願いします。

これまで同様、役員も会の活動のために努力していきます。是非、この趣旨をご理解いただき、
会員のみなさん一人ひとりがむくろじの会を支えていただきますよう提案とお願いをいたしま
す。
(案)

２８年度まで・・・2,000 円

２９年度から・・・3,000 円

つきましては、２８年度の総会の折にこの事を議題としますので委任状を提出していただく時
に会費値上げに反対の方はその旨を別紙に書いてお送りください。重大な事項ですので欠席の方
は委任状の提出をよろしくお願いいたします。

編集後記
私は胃に腫瘍が出来、昨年の 8 月に胃を少し切除しました。膵臓の手術から 10 年が経ち、もう手術は無いものと安心してお
りましたがそう旨くはいきません。幸い 10 日ほどで退院出来ましたので早速その週末からジョギングを再開し、11 月の榊原温
泉マラソンの 10K の部に出場しました。ほぼ 54 分で走る事が出来ました。これで津シティマラソンは 50 分そこそこで走りたい
と練習に精を出したところ脚を故障してしまいました。何とか完走しましたがゴール近くの登り坂越えた所では足を引きずる始
末でした。年を考えて何事もほどほどが大事と思ってはいるのですが、それが出来ないのが私です。体に気をつけて総会では
元気に皆様とお会いしたいと思います。（三重の寅）

むくろじの会事務局/むくろじ編集局
〒396-0111 長野県伊那市美篶（ﾐｽｽﾞ）5093-4
伊東 幸子宅
電話/FAX：0265-78-3756
e-mail：kiiroicosmos@samba.ocn.ne.jp
むくろじのバックナンバーは http://men-net.org/mukuroji/newsletter.html からダウンロードできます．
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土橋 創 ＨＰ ⇒

小林智春 ＨＰ ⇒

多発性内分泌腫瘍症患者と家族の会

H28年度

総会・勉強会・懇親会申込書

申し込み方法は3種類です。むくろじの会事務局にﾒｰﾙ、ﾌｧｯｸｽ、郵送でお願いします。
メール：

・下記ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽに送信してください。
kiiroicosmos@samba.ocn.ne.jp

ﾌｧｯｸｽ:

・下記番号に送信してください。
電話/FAX：0265-78-3756
郵送：
・下記住所に郵送してください。
〒396-0111 長野県伊那市美篶（ﾐｽｽﾞ）5093-4
むくろじの会事務局
申込締切日： ・3月25日（金）

伊東

幸子宅

・該当する項目にチェックをしてください。

申込者氏名
ﾌﾘｶﾞﾅ

□総会,勉強会
□男性
□女性

ﾌﾘｶﾞﾅ

□女性

□男性
□女性

□男性
□女性

計

□マイカー

□夕食まで参加する □松本駅送迎希望

□相部屋可
□相部屋不可

□相部屋可
□相部屋不可

□宿泊する

□マイカー

□夕食まで参加する □松本駅送迎希望

□相部屋可
□相部屋不可

□宿泊する

□総会,勉強会

ﾌﾘｶﾞﾅ

□マイカー

宿泊の場合

□宿泊する

□総会,勉強会

ﾌﾘｶﾞﾅ

会場までの交通手段

□夕食まで参加する □松本駅送迎希望

□総会,勉強会
□男性

合

参加

性別

□マイカー

□夕食まで参加する □松本駅送迎希望

□相部屋可
□相部屋不可

□宿泊する

郵便番号、住所

電話

FAX / E-メール

〒
人

携帯電話＊

＊松本駅に集合の方は連絡用に携帯電話の番号を記入してください。
・勉強会で特にお聴きしたい内容や、会へのご要望がありましたら下記してにご記入ください。

・個人情報の取り扱いについて
ご記入いただきました個人情報は今回の事務処理のみに使用し、他には利用いたしません。
本会のプライバシーポリシーはWEB（http//men-net.org/mukuroji/privacypolicy.html)
にてご確認ください。

