
◆点 鐘

◆ロータリーソング：国歌・奉仕の理想

◆ロータリアンの行動規範

◆ゲスト：国際ロータリー第２７１０地区

Ｇ９ガバナー補佐 安保 雅文様(尾道ＲＣ）

ガバナー補佐幹事 藤本 政昭様(尾道ＲＣ）

◆会員数：３６名（免除者：２名）

◆出席者：２７名 ◆欠席者： ３名

◆メイク： ６名 ◆出席率：９１．６７％

◆配偶者誕生日…堀越

◆結婚記念日…大森、佐藤、宮本、尾野

◆特別スマイル

・Ｇ９ガバナー補佐 安保雅文様

・安保ガバナー補佐、藤本補佐幹事有難うござい

ます。地区大会出席しました。参加者の皆様ご

苦労様でした。 (菅 義尚)

・聖恵文化祭が近づいたので感謝して。(川崎俊和)

・安保ガバナー補佐様の訪問歓迎致します。ご苦

労様です。 （市川重雄）

幹事 宮本 和彦

・ＲＩ第3690地区韓国地区大会の御案内

・第１回日本RYLAセミナー開催のお知らせと受講

生推薦のお願い

・１１月理事会は１１月１７日(木)開催

１１月 堀越賢二会員

会長 菅 義尚

本日はプレ公式訪問例会です。

Ｇ９ガバナー補佐の安保様、

ガバナー補佐幹事の藤本様、

お忙しい中ようこそおいで下

さいまして有難うございます。

後程安保ガバナー補佐には卓

話を頂きますので宜しくお願

い致します。例会後にはクラ

ブアッセンブリーを行いますのでご指導宜しくお

願い致します。１１月２４日はガバナー公式訪問

例会ですので会員全出席でお迎えできますようお

願い致します。

１０月２９日、３０日地区大会へ出席致しました。

出席されたのは私と、宮本幹事、佐渡、佐藤、荒

谷、鴨宮、西岡、中川、吉本、三好会員、事務局

の１１名でした。

１０月２９日会長・幹事会はＲＩ会長代理黒田正

宏氏の講演があり、次に公益財団法人日本対がん

協会会長垣添忠生先生の基調講演「人はがんとど

う向き合うか？」というお話を拝聴致しました。

垣添先生も奥様もがんになられたとのお話しで、

垣添先生は今もお元気であちらこちら講演に行か
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本日のプログラム １１月１７日 次回のプログラム １１月２４日

ロータリー財団・米山記念奨学会担当例会

国際ロータリー第2710地区

財団委員会Ｇ9～12地区担当 川本晏聖様

公式訪問／年次総会

国際ロータリー第2710地区

ガバナー 田原榮一様・随行幹事 河野 隆様

ガバナー補佐 安保雅文様・補佐幹事 三谷秀明様

【 ２０１６年１１月１０日 第２５４３回 例会記録 】
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会 長 菅 義尚
会長エレクト 鴨宮 弘宜
副 会 長 板場 英行
幹 事 宮本 和彦
副 幹 事 三好 静子
会 計 田中 幸俊
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直 前 会 長 久藤 孝仁
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会 員 組 織 堀越 賢二
奉 仕 本庄 純夫
広 報 福本 博之
Ｒ財団米山 吉本きよ子



れるそうでお酒も飲まれるそうです。手術後は日

本アルプスに登ったり、景色の良い所に行ったり

とエンジョイされたそうです。前向きな姿勢のお

話しをされ、がん予防には大切なお話しでした。

３０日、午前の部は本会議、午後の部は記念講演

で女優の小雪さん、フリーアナウンサーの西田篤

史さん、サロンシネマ戸川喜史さん、広島中央RC

会員でRCCTV，ラジオでパーソナリティをされてい

た緒方俊平さんが、４つのテストの日常化への道

のりを名作映画を見ながら考えようと、名作映画

「カサブランカ」「シェーン」「ローマの休日」

「真昼の決闘」の映像を見ながらの講演でした。

今までにない記念講演でした。

地区大会の個人表彰者は、地区功労賞ガバナー補

佐市川会員、４０年以上100％連続出席５１年円山

会員、４５年菅会員、３５年大森会員でした。特

に円山会員には当日連続出席表彰でご登壇を願っ

ていたのですが、体調不良で御欠席残念でした。

公式訪問の時、ガバナーから表彰授与して頂きた

いと思います。来年の地区大会は岩国で開催され

ますので是非ご参加ください。

１１月２３日聖恵文化祭ボランティアへの参加宜

しくお願い致します。佐藤会員より飲み物を提供

して頂いております。いつも有難うございます。

来週の１７日は地区財団委員である福山東ＲＣの

川本様による卓話がありますので宜しくお願い致

します。

国際ロータリー第２７１０地区

Ｇ９ガバナー補佐 安保 雅文様

皆様こんにちは。只今

ご紹介に預かりました

Ｇ９のガバナー補佐を

仰せつかっております

尾道ロータリークラブ

の安保雅文でございま

す。実が今日が 後の

プレ公式訪問でござい

ます。それぞれのクラ

ブにはそれぞれ特徴が

ありますが、どこのクラブでも問題なのが「会員

減少」であります。会員増強の難しさを改めて感

じております。竹原ＲＣさんの活動計画書を見さ

せて頂きましたが１００％連続出席５１年の円山

会員がおられることには驚きました。それに加え

て１００％出席者が会員の半数以上おられること

にも大変驚きました。実は私の出身の尾道ＲＣに

は１００％出席が一人もいません。

ガバナー補佐が決まるのは毎年８月頃で、既に一

年以上が経過しました。９月に入りますとガバナー

補佐研修、ガバナー補佐会議など始まります。ま

た数年前からRLIのディスカッションリーダーをす

ることになりまして、ディスカッションリーダー

研修があります。RLIの本番、PETS、地区研修・協

議会等、年度がスタートする前にかなりの勉強を

しました。ガバナー補佐の責務は各クラブを訪問

してＲＩや地区の方針をお伝えする。或いはクラ

ブ支援をすることが役目であり、年４回各クラブ

を訪問することが決められています。

ＲＩ会長ジョン・ジャーム氏のテーマは「人類に

に奉仕するロータリー」です。非常にシンプルで

す。この当たり前のことをテーマにすることはそ

れだけ思い入れがあるのだろうと感じています。

ジョン・ジャームＲＩ会長は若い頃から人生の大

半を地域の奉仕活動に注がれました。その中でも

募金の達人というあだ名がつくくらいの方だった

そうです。またロータリー財団にかかわる機会が

非常に多かったようです。ここに「ロータリー財

団１００周年記念 ポリオ撲滅まであと少し！」

を掲げられていますが、これを掲げられているク

ラブはＧ９の中でもここだけです。

特にポリオ撲滅ですが、2007年にビル・メリンダ・

ゲイツ財団から１億ドルの寄付を受けました。そ

れに続いて2009年にまたビル・メリンダ・ゲイツ

財団から2億5500万ドルの追加寄付の話がありまし

た。ただこれには条件がありまして、2012年６月

までにロータリー財団も２億ドルを集めたら２億5

500万ドルを寄付をしますということでした。その

時、ロータリーの２億ドルチャレンジの委員会を

作られ、その委員長を務められたのがジョン・ジャー

ムＲＩ会長です。2012年の1月には財団として２億

ドル集めたということで追加寄付をして頂きまし

た。

ポリオ撲滅は約30年前にスタートしました。一番

初めは東京麹町RCの２人の医師のメンバーがポリ

オワクチンの注射をする運動を始め、それがRIの

運動に繋がっていったそうです。30年間でWHO、ユ

ニセフ、ビル・メリンダ・ゲイツ財団、アメリカ

の感染予防センター等の団体、政府、いろんなと

ころに声を掛けロータリーが中心となって運動を

続けました。30年間で100億ドル以上のお金を使っ

ています。ワクチン投与に年間７億ドルかかって

いるそうです。それほどお金のかかる運動であり

ます。去年の発症例は74でした。

皆さんご存知の通り、規定審議会で大きな変更が

ございました。賛否両論いろんな意見が出ていま

す。各クラブに柔軟性を持たせようというのが基

本的な考え方でありますが、ロータリーの理念は
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変えずに、奉仕をやりたい方が集まりやすい環境を

つくる必要があるだろうと、各地域に合ったクラブ

つくりの考え方です。各クラブの活性化を図ってく

ださいという意図で変更されました。各クラブの意

向で決められれば良いことですので戦略計画委員会

を作って頂いて各クラブで検討して頂ければと思い

ます。

今年度地区ガバナーは田原榮一氏です。田原ガバナー

は大変お元気で大変精力的に動かれています。信条

は「奉仕の中にこそ幸福(幸せ)と平和がある」とい

うことで、奉仕は職業奉仕のことです。職業奉仕の

中にもロータリアンの行動規範、４つのテストを自

分の生活の中に取りいれましょうと言われています。

もう一つはがん予防です。がん予防に関しては様々

な意見がございました。田原ガバナーは生涯をがん

に捧げた人であります。がんの権威で、がん予防に

ついては素晴らしい見識をお持ちです。そういった

自分のスキルをいかに提供するか、これも職業奉仕

の一つだということで三年継続の事業になりました。

研修を受ける時に常にがん予防のお話しで私は医者

ではないので一生懸命勉強しました。

人間の体は60兆個の細胞からできているそうです。

この細胞は新陳代謝で入れ替わります。入れ替わる

のは90日から120日で入れ替わります。全部入れ替

わるのには5年かかるそうです。入れ替わる時にこ

の細胞が同じものにならないといけません。それで

人間の体の健康が保たれます。たまにそれがミスコ

ピーとなるのが「がん」の元になるそうです。この

ミスコピーは誰にでも起きるそうですが、体の組織

にはミスコピーを全部消し去るシュレッダーみたい

な働きがあり、良いものに切り替えてがんにならな

いような仕組みになっているそうです。ミスコピー

は必ずできるわけで、それがたまたまシュレッダー

の能力に追いつかないミスコピーが出来ると、それ

が原因でがん細胞になるということです。そのがん

細胞が出来て実際にレントゲンで分かるのが10年か

20年後だそうです。従って若い時の予防が大きなポ

イントだと言われています。

もう一つはシュレッダーの能力が落ちるとミスコピー

が残ってしまいます。これが免疫力が落ちるという

ことです。このミスコピーを増やさない為には何を

するべきか。ストレスをためない、生活習慣を変え

る、たばこを吸わない、がんの出来る確立を下げる、

これががん予防の目的です。

もう一つはがんにかかった時の発見をいかに早くす

るかということで、がん検診です。がんになっても

治るわけですから治ればまた復帰をしてがんであっ

ても働けるような環境作りをする。がんはできてか

ら20年でやっと見つかるということですので青少年

の教育をやりましょうというのが地区の柱となって

います。

ＩＭは2017年３月５日瀬戸田で行います。第一部の

基調講演はがんについての講演です。第二部は落語

をやります。医学博士で健康落語をされている立川

らく朝さんです。第三部はコンサートでバイオリニ

ストの高嶋ちさ子さんをお迎えする予定です。現在

鋭意交渉中であります。是非ＩＭへは100％出席で

ご参加くださいますよう宜しくお願い致します。

尾道RCから吉原久ガバナーノミニーを出します。20

18－19年度のガバナーです。尾道としたら地区、ク

ラブをあげて頑張ろうと誓っているところでござい

ます。ぜひともＧ９の皆さん方には絶大なるご支援

を頂きながら成功させたいと思いますので宜しくお

願い致します。

例会終了後、安保ガバナー補佐、藤本ガバナー補佐

幹事、菅会長、宮本幹事、板場副会長、鴨宮会長エ

レクト、久藤直前会長、円山、佐渡、大森、市川、

藤中、本庄、佐々木、佐藤、吉岡、木村、大成、尾

野会員、計１９名が出席してクラブアッセンブリー

を開催しました。
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