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2023 年度 むくろじの会 総会・勉強会・懇親会 開催のお知らせ 

むくろじの会 会⻑ 
 

 今年度の総会・勉強会・懇親会は 4 月 15 日（土）松本・浅間温泉みやま荘で開催いたします。

新型コロナ感染症も少し収まり、4 年ぶりに松本で行うことを予定しております。 

前号では総会・勉強会の模様は、現地とオンラインのハイブリッド方式を検討しているとお伝

えしましたが、会場の通信環境と音響設備が不安定なため、今回オンラインは見送りとさせてい

ただきます。現地開催のみとなりましたことを、お詫び申し上げます。なお、今回の総会開催時

に通信試験等を実施し、問題がなければ、次年度以降、ハイブリッド方式の開催も検討させてい

ただきます。 

 勉強会の内容は遠方であることや、子育て中で現地に来られない会員のためビデオ撮りをし、

会員に公開することを考えています。 

 総会等の詳細は総会・勉強会・懇親会日程をご覧願います。 

2023 年度の総会議案書は 4 月 15 日の総会終了後、欠席の皆様の手元に届

くようにいたしますので、皆様のご意見やご要望を事務局にお寄せ願いま

す。総会欠席の方は委任状を期日の 3 月 25 日までに送付いただきますよう

お願いします。又、勉強会について質問内容が決まっている方も事務局に連

絡いただければ、先生方に連絡し準備していただくことも可能です（当日の

質問も可）。 

多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。 
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               ２０２３（令和５）年度 むくろじの会 

                      総会・勉強会・懇親会日程 

  ４月１5 日（土） 

            時 刻  内 容 

 ＪＲ松本駅集合 

 （お城口） 

  １1：３０  ・役員が松本駅で迎え (お城口)  

・路線バス(11 時 45 分) お城口 21 番乗り場 

またはタクシー乗り合わせ   

       受付 

    （ロビー） 

 

  １２：００～１３：００ 

 

 

・参加者の確認 

・年会費等の徴収 

・名札を渡す 

  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 

 

勉強会（会議室） 

   質疑応答 

  １３：４０～１５：２０ 

 

 

  

信州大学     山崎雅則先生 

                「内分泌腫瘍について」 

京都大学大学院  松下理恵先生 

         「子どもと MEN」  

札幌医科大学   櫻井晃洋先生       

        「生命保険・医療保険について」 

フリートーク 

（会議室） 

  １５：３０～１６：５０ 

 

・小グループに分かれて自己紹介、情報交換、 

懇親等 

すべて終了   １７：００ ・日帰りの人は解散 

・路線バス 浅間温泉入口 17:21 

 またはタクシー乗り合わせで松本駅へ 

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 

（宴会場） 

  １８：３０～２０：３０ ・大いに飲んで食べて話して、懇親を深めましょ

う。 

二次会 

（和室） 

  ２１：００頃～ 

 

・まだ話し足りない人、飲み足りない人はご参 

加を。 

４月１６日(日) 朝食後解散  

路線バス松本駅行き 浅間温泉入口発 9:46(松本駅着 10:08)  10:21(10:43)  10:46(11:06) 

★ 会場 

  「みやま荘」 長野県松本市浅間温泉 3-28-6    Tel  0263-46-1547 

★ 会費(宿泊・夕食懇親会に参加する人) 

      ・宿泊する人  １泊２食 １３，０００円  （飲み物・二次会費含む） 

     ・夕食のみの人          ６，０００円 

※ 電車で参加の方には、松本駅からみやま荘への移動方法を後日連絡させていただきます。 



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 伊東幸子宅
むくろじの会事務局

申込締切日： ・3月25日（土）
・該当する項目にチェックをしてください。

性別 宿泊の場合

□相部屋可

□相部屋不可

□相部屋可

□相部屋不可

□相部屋可

□相部屋不可

□相部屋可

□相部屋不可

FAX / E-メール

〒

＊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。

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

□男性

□女性

申込者氏名

□男性

□女性

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

2023年度　総会・勉強会・懇親会申込書

参加

□総会,勉強会

会場までの交通手段

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。

□夕食まで参加する

□宿泊する

□夕食まで参加する

□マイカー

□松本駅からﾊﾞｽまたはﾀｸｼｰ

□マイカー

　　　　　　人

郵便番号、住所

□男性

□女性

□宿泊する

□総会,勉強会

□夕食まで参加する

□総会,勉強会

□男性

□女性

合　計

携帯電話＊

電話

□マイカー

□松本駅からﾊﾞｽまたはﾀｸｼｰ

参加できない方は「委任状」の送付をお願いします。

□松本駅からﾊﾞｽまたはﾀｸｼｰ

□宿泊する

□マイカー

□松本駅からﾊﾞｽまたはﾀｸｼｰ

□夕食まで参加する

□宿泊する

□総会,勉強会



 

2023 年 2 月吉日 

 会員各位 

むくろじの会 会長                                                 

第 14 回（2023 年度）「むくろじの会」総会開催のお知らせ 

 早春の侯、各地で梅の花が満開の季節を迎え春がすぐそこに近づいてきているのを感じる季

節となりました。会員の皆様は如何お過ごしでしょうか。 

新型のコロナウイルス感染症も少し下火になり、いろいろな行事が復活してきているように

感じております。当会の総会は予定通り松本市で開催いたします。 

 会員の皆様には、何かとお忙しい時期とは存じますが 4 年ぶりの現地での総会に是非ご都合

をつけ、ご出席下さいますようご案内申しあげます。 

 

記 

1.日時  4 月 15 日(土)  午後 1 時より (12 時から受付を行います) 

 

2.会場  松本市 浅間温泉「みやま荘」会議室 

 

     住所：松本市浅間温泉 3-28-6  電話：0263-46-1547  

 

☆ 総会を欠席される方は、お手数ですが下記委任状に署名捺印の上、3 月 25 日(土)までに郵

送またはＦＡＸで事務局まで必ずお送り下さい。お願いします。 

 

☆ 事務局 〒 396-0111  住所：長野県伊那市美篶（ミスズ）5093-4 伊東幸子宅 

TEL/FAX：0265-78-3756 

 

                   きりとり線                    

委任状 

 4 月 15 日(土)開催の総会に出席できないため、すべての案件に関わる議決権を 

 

            氏に委任します。 

 

 令和 5 年 3 月    日 

                 氏名             ○印 

 

・当会へのご要望がございましたら下記に記入願います。 

                                                          

                                                                         

 



 

 

                                                           

    会員コラム「こんにちは！」      至心 

 
1981 年に長女が生まれ、初めて我が子を抱いたあの感動・喜びが今でも

鮮明によみがえってきます。三人の子育ても楽しかったです。親ならでこそ

の喜びや幸せを子ども達からたくさんもらいました。 

 その娘たちが今年 1 月に私たち夫婦を旅行に招待してくれました。三人の娘たちと、その

家族、そして四人の孫たちとの賑やかな一泊二日の旅行でした。 

 愛知のレゴランドで孫たちと一緒にたくさんのアトラクションを楽しみ、はしゃぎ回る孫

たちに目を細めました。私たち夫婦だけの旅でしたら、せいぜい観光地を訪ねるくらいでし

ょう。 

その日の夕食時、私の古希のお祝いだと言って孫たちのかわいい手形を押してデザインした

芸術作品をサプライズでプレゼントしてくれました。 

 娘たちはそれぞれの地で家庭をもっているので、いつどのようにして連絡を取り合い、心

を込めてプレゼントを作ってくれたのかと心が熱くなりました。娘たちやそのパートナーの

優しい心を感じ、何ものにも代えられない幸せをしみじみと味わいました。私がいて、娘た

ちがいて、孫たちがいるからこその幸福。 

 私が結婚する前に MEN1 と診断されていたら、この喜びはあったでしょうか。 

長年、この疾患のことがわからないまま生きてきました。ところが 7 年前に MEN1 と診断さ

れました。その日は病院の片隅で、「なぜ生まれてきたのか」とたくさん涙を流しました。そ

の日から答えのない今を生きています。 

ちなみに父は自分が遺伝性疾患であったこと、子に遺伝したことを知らずに 91 歳で他界し

ました。母は今年 100 歳を迎え生きています。私は長寿遺伝子を持っていますね。 

近い日にむくろじの会会員の皆様にお会いできますことをとても楽しみにしています。 

 
 

人類遺伝学会にむくろじの会のブースを出展して    会長 

 

 昨年 12 月 15 日～17 日の間、パシフィコ横浜で開催されました日本人類

遺伝学会第 67 回大会にむくろじの会のブースを出展いたしました。（大会

は 14 日～17 日） 

展示物はいつもの当会のポスター2 枚、リーフレット（MEN ってどんな病

気？）、最新の会報（73 号）、10 周年記念誌を展示しました。出展していた患者会は（＊）ゲノ

ム連に加盟している患者会 7 団体と少ないものでしたが、久しぶりの出展であったからか多く

の医療関係者がブースに立ち寄って下さいました。展示物は終了予定の 17 日午前中には殆どの

資料がなくなってしまい参加者の関心の高さが伺えました。 



 

16 日の夜は他の患者会の参加者と鍋料理を囲んで交流会を行いました。この出展に 

当り、むくろじの会からは、規定の一人分の旅費の 3 割を負担いただきました。有難うございま

した。 

来年の 2024 年の第 69 回人類遺伝学会は札幌で開かれる予定で、いつもご支援いただいてい

る櫻井先生が大会長を務められると聞き、大変うれしく思いました。 

 

（＊）：一般社団法人ゲノム医療当事者団体連合会 

 
編集後記 

 新型コロナ感染症を少しずつ収まりマスクを外しても良いとの話も出て、今年の総会・勉強会・懇親会は久しぶ

りに松本みやま荘にて対面で行う予定です。 久しぶりに皆様と直接お会いできるのを大変楽しみにしております。 

今号は総会の記事を中心に編集しましたので、毎回 櫻井先生から原稿を頂き連載しておりました「MEN と遺伝と

遺伝子の話」はお休みさせていただきました。  (三重の寅) 

 

追伸： 

今年度も年会費 3000 円を集めさせて頂きます。総会を欠席される方は 4 月中旬以降、総会資料とともに振り込

み用紙を送付しますのでお手数ですが年会費の振り込みをお願い致します。 

むくろじの会は皆様の会費で運営されています。皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

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 

・むくろじバックナンバー： http://men-net.org/mukuroji/newsletter.html 

・むくろじの会 Facebook： https://www.facebook.com/mukurojinokai/  


