東京圏ネットワーク本部

裏面に「卓話講師プロフィール」
平成 31 年 1 月 23 日

山口七夕会会員

各

位

東京圏ネットワーク本部「春の講演（卓話）・交流会」の開催について（ご案内）
山口七夕会
会 長 八木 重二郎
東京圏ネットワーク本部長 椙山俊哉
時下、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、山口七夕会東京圏ネットワーク本部では、下記のとおり春の講演（卓話）・交流会を開催
いたします。山口七夕会の会員のみならず、会員関係者や山口市にゆかりのある方であればどなた
でもご参加いただけます。お友達、お仲間を誘い合ってご同伴でご出席いただければ幸いです。
準備の都合上、誠に勝手ながら、2 月 1 日（金）までに別紙の「出欠連絡票」により出欠の御連
絡をいただきますようお願い申し上げます。
記
１ 日 時：平成 31 年 3 月 2 日（土） １１：００～１４：００
２

会

場：やまぐち山海の恵み 別邸 福の花 浜松町店
〒105-0013 東京都港区浜松町 2-2-6 大塚ビル 2F
電話：050-3477-2371
３ 内 容
○講演（卓話）
：１１：００～１２：２０
◆卓話①：「ふるさとの風～！山口の誇り～」
◇講師：ちひろ氏（シンガーソングライター・ラジオパーソナリティ）
◆卓話②：「巨大ロボット最前線」
◇講師：吉崎 航氏（アスラテック株式会社取締役 チーフロボットクリエーター）
◆卓話③：「風邪は万病のもと、マイコプラズマは風邪症状の原因微生物（長引く咳の 1 番目
の原因、急性気管支炎の 1 番の原因、肺炎の 3 番 目の原因）」
◇講師：松田和洋氏（エムバイオテック株式会社代表取締役）
○懇親会：１２：３０～１４：００
４ 会 費：５，０００円（以下を除く。）※会費は当日会場にて申し受けます。
（１）40 歳未満の男女：３，０００円
（２）大学生：１，０００円
（３）講演会のみ：１，０００円
５ 出欠の連絡 （１）または（２）の方法でお願いします。
（１）別紙の「出欠連絡票」により①FAX または②郵送
（２）別紙の「出欠連絡票」の内容を③yamagata1954@utopia.ocn.ne.jp 宛にメール
※準備の都合上、誠に勝手ながら 2 月 1 日（金）までに、出欠の御連絡をいただきますようお
願いいたします。
《山口七夕会 幹事長 山縣正彦 》
① FAX：042-596-4816
② 郵送：〒190-0161 東京都あきる野市入野 415-19
③ Mail：yamagata1954@utopia.ocn.ne.jp

【春の講演会（卓話）講師プロフィール】
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【メッセージ】
かぜ症状はいろいろな病気の初期症状で
もあり、風邪は万病の元ともいわれます。
また、医食同源といわれるように古くから
効能が知られている漢方薬や食品には、
免疫機能を健全化し、あるいは、感染症に
たいする効果を持つものも知られていま
す。
“かぜ”症状、とくに、長引く咳でよく知られ
ているマイコプラズマ感染症についての、
これまでの研究成果を基盤とした、マイコ
プラズマ感染症予防未病医療の観点か
ら、マイコプラズマ感染症への機能性につ
いて検証していきたいと考えています。

