
□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□会員数：３２名（免除者：４名）

□出席者：２５名 □欠席者： ５名

□メイク： ２名 □出席率：８７．１％

□会員誕生日…吉岡(亨）

□結婚記念日…久藤

・本年度第一回クラブ研究会の準備中、私の不注意

で事務局のポストに頭をぶつけ怪我をしました。

堀越、佐渡、両会員には迅速な取り計らいを頂き

ました。誠に有難うございました。 （本庄純夫）

幹事 尾野 剛章

・北海道地震に対する義捐金について

ガバナー 吉原久司

・例会終了後定例理事会を開催します

会長 板場 英行

朝夕の涼しさに初秋を予感させる

現今です。台風２１号と北海道胆

振地方の大地震の被災実態と復旧

報道に傾注する日々でもあります。

一日も早い通常生活への復帰を祈

念します。一方で、905hPa、最大

風速80ｍという超大型の台風22号

が沖縄・台湾に接近しています。アメリカノースカ

ロナイナ州では、大型ハリケーン「フローレンス」

が接近し、非常事態宣言、地域住民100万人に避難

命令が発令されています。自然の猛威に驚愕する現

今です。次週９月２０日は、ガバナー公式訪問です。

例会、フオーラムの出席、参加をお願いします。

９月は「がん制圧月間」「世界アルツハイマー月間」

です。日本対がん協会は、昭和35年に毎年9月を

「がん征圧月間」と定め、がんについての正しい知

識と予防・早期発見・早期治療の重要性普及に全国

の組織をあげて取り組んでいます。広島県関連では、

9月16日、17日に尾道市でリレー・フォー・ライフ・

ジャパン広島と題するイベントが開催されます。

「世界アルツハイマー月間」は、国際アルツハイマー

協会が認知症の理解をすすめ、本人、家族への施策

の充実を目的に1994年に制定されたものです。毎年、

「世界アルツハイマーディ（9月21日）」からの１
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ９月２０日 次週のプログラム ９月２７日

ガバナー公式訪問 がん予防啓発推進委員会担当例会

【 ２０１８年９月１３日 第２６２７回 例会記録 】

会 長 板場 英行
会長エレクト 宮本 和彦
副 会 長 久藤 孝仁
幹 事 尾野 剛章
副 幹 事 吉本きよ子
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 三好 静子

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか

副 Ｓ Ａ Ａ 高橋 靖彦
直 前 会 長 鴨宮 弘宜
管 理 運 営 山根 積
会 員 組 織 荒谷 隆文
奉 仕 西岡 一道
広 報 市川 重雄
Ｒ財団米山 小坂 啓子

発行日 ２０１８年９月２０日 NO.８

歓迎 吉原 久司ガバナー公式訪問
国際ロータリー第２７１０地区ガバナー 吉原 久司様（尾道ＲＣ）

随行幹事 瀬尾 暁史様（尾道ＲＣ）

Ｇ９ガバナー補佐 村上 光様（因島ＲＣ）

補佐幹事 幡地 康永様（因島ＲＣ）

スケジュール 会長幹事会１１：３０～１２：００ 例会 １２：３０～１３：３０

集合写真 １３：３０～１３：４０ フォーラム１３：４０～１５：１０



週間をオレンジリング週間（認知症理解促進強化週）

として、認知症の理解を広げるイベントが開催され、

本年度は、9月24日に宮島のイベントホールで「認

知症について知ろう」のテーマで記念講演会と認知

症早期診断に関するシンポジウムの予定です。

がんに関する情報です。９月１１日はアメリカ同時

多発テロ後１７年でした。この日に在米ジャーナリ

ストによる「アメリカ同時多発テロ１７年、約１万

人の人々が9.11関連のがんに。今も9.11は終わって

いない」と題するレポートが報道されました。今年

６月末までに9.11関連と考えられるがんに罹患して

いると診断された数9795人（ＮＹポスト紙）で、同

時多発テロのファーストレスポンダー（災害や事故

時の消防、警察関係の緊急対応登録者）の11％相当

ががんに罹患し、9.11関連死亡者の約25％ががん

（特に消防士）であったという内容です。がんの原

因と考えられているのは、ビル崩壊により生じた有

害ダスト。ダストは粉砕したコンクリートや燃えた

ジェット燃料など400種を超える様々な化学物質が

混入した実態の知れない化学物質のカクテル。当時、

米国環境保護庁は、グラウンド・ゼロの空気は安全

と発表していたが、テロで約９万人の人々が有害ダ

ストを吸引したといわれている。9.11関連のがんに

罹患した数を考えると、今後同時多発テロ以降にが

んで亡くなる人の数が、9.11当日の犠牲者数（約30

00人）を凌ぐ可能性がある。２週続けての３連休で

す。旅行、趣味活動でリラックスしストレス解消で

がん予防を。また、久しき人とのコミュニケーショ

ンを通して認知症予防に取り組む絶好のシーズン到

来です。

「陸上競技を通しての恩師との出会い、学んだこと」

会員 吉岡 亨

私は小学校５年生より陸上競

技を始めました。中学から本

格的に陸上をする為、別の中

学校へ入学しました。その甲

斐あって、２年時には県駅伝

大会優勝、全国大会では８位

入賞、３年時には、個人で全

国大会に行きました。

中学の恩師からは『直耕』“自分の事は自分ででき

る人間”、という意味の言葉を頂きました。高校に

進学しても陸上競技に打ち込みました。目立った成

績を残すことは出来ませんでしたが、部訓である。

１．継続は力なり ２．人生はマラソンという一つ

のドラマである ３．社会に出て通用する人間にな

る という言葉は今でも忘れません。

人は一人では生きていけない、感謝の気持ちを忘れ

ず謙虚な人間でなければいけないというのは高校時

代陸上競技を通して学んだ大きなことです。

人生は選択と決断の連続です。また人生は劇場であ

り、人はみな自分を演じる役者。老いを忘れるほど

の名優になって教養と教えに心掛けることのできる

人間になりたい。いい人生は、いい出会いだと思い

ます。

・主な経済指標の推移ですが、名目ＧＤＰ，個人消

費、雇用情勢、企業収益、株価等々、いずれも上向

いてきている。

竹原市内においては、平成３０年７月に豪雨災害の

影響もあり非常に厳しい状況。ＪＲ呉線の復旧が急

がれるしかし、前を向いて地域金融機関として、しっ

かり支援していきたい。

□日 時 平成３０年９月１３日(木)

□場 所 大広苑

□出席者

□議 題

①公式訪問フォーラム質問、お土産の件 承認

②西日本豪雨災害寄付金の件 承認

竹原市１０万円、東広島市５万円

③北海道地震義義捐金の件 会員千円×32名 承認

④親睦旅行例会の件 承認

日 時 平成３０年１１月１５日(木)１６日(金)

場 所 高知県

費 用 一人当たり３４，０００円

⑤月見例会の件 承認

日 時 平成３０年１０月１１日(木)１８：３０

場 所 瀬戸内ゴルフリゾート

登録料 会員５，０００円、配偶者３，０００円

⑥広島県防犯連合会賛助会員会費の件１万円 承認

⑦新会員推薦の件 承認

⑧納涼例会決算の件 承認

⑨竹原ＬＣ結成６０周年記念大会の件 承認

日 時 平成３０年１１月２３日(金）

場 所 大広苑

御 祝 ３万円 板場会長出席

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか

（身近な情報を投稿してください）

『肩もこる 年に一度の 緊張感』

『楽しみは 老若話せる 例会日』

『座布団も 土俵に舞えば 花となる』 金澤節生

『ドベでも喜ぶ 孫の運動会』

『いつ消えるか 指折り数える カープマジック』

市川重雄


