
１０月４日 第２６３０回

□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□ロータリアンの行動規範：尾野幹事

□ビジター：呉東ＲＣ 渡邊 朋唯様

□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…夜船

□結婚記念日…佐渡、市川、堀越、西岡、三好

□事業所創立…大森、市川

□就任スマイル…福本

１０月 堀越賢二会員

幹事 尾野 剛章

・2019-20年度ガバナー補佐の任命について

G９尾道東RC 三宅 宏様

・竹原市制60周年記念感謝状贈呈式御案内

・１０月２５日は指名委員会に関する臨時総会を行

います。

・例会終了後定例理事会開催します

・１０月１８日は休会です。

会長 板場 英行

１０月は「神無月」です。全国

800万の神様が一部の留守神様

を残して出雲大社に詣で、その

年の報告と来年の相談をすると

いう言い伝えです。第４次安倍

改造内閣の発足、貴乃花の角界

引退、沖縄県知事選挙で野党候

補勝利、富田林署逃走犯山口県で逮捕、台風２４、

２５号の相次ぐ週末到来、インドネシア地震1000名

以上の死者と話題の多い１週間でした。日本列島被

災の報告はさておき、次年度以降がん患者に福音を

もたらすニュースが入りました。

本庶 佑（ほんじょ たすく）京都大学特別教授の

事務局／〒725-0026竹原市中央4丁目8－2第１おおぎビル102号
TEL／0846-22-7570 FAX／0846-22-7651
E-mail／rc-take@estate.ocn.ne.jp
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム １０月２５日 次週のプログラム １１月１日

地区大会参加報告
ロータリー情報委員会担当例会

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

【 ２０１８年１０月 ４日 第２６３０回 例会記録 】
【 ２０１８年１０月１１日 第２６３１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
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ノーベル医学生理学賞受賞です。歴代日本人のノー

ベル賞受賞者は２７人となりました。医学生理学賞

は５人目で、物理学賞、化学賞に次ぐ快挙です。本

庶氏の研究成果は、「免疫細胞のブレーキを解除す

ることによるがん治療法の発見」として、体内で異

物を攻撃する免疫細胞にブレーキをかけるたんぱく

質の発見による、がんの免疫治療薬開発の道を開く

ものです。がん細胞やウイルスなどと戦う免疫細胞

には、攻撃を仕掛ける「アクセル」と、相手が敵か

味方かを判断して攻撃を抑える「ブレーキ」があり

ます。がん細胞は、攻撃しようとする免疫細胞のブ

レーキを働かせて、自分が攻撃されないようにしま

す。がんが増殖するのは、この仕組みのためです。

一方、免疫の働きを使ってがん細胞を攻撃する新し

い仕組みの「がん治療薬」（オプジーボ、免疫チェッ

クポイント阻害剤）は、免疫細胞にブレーキがかか

らないようにすることで、免疫細胞のがん細胞への

攻撃力を高めます。

本庶氏らの研究グループは1992年に免疫の司令塔を

担うリンパ球「Ｔ細胞」で働く「ＰＤ－１」遺伝子

を発見。この「ＰＤ－１」が免疫反応のブレーキ役

に相当することが分かり、ブレーキを外せば免疫力

が高まってがん治療に応用できるのではないかと考

えた。 その後、がん治療薬の開発が進み、小野薬

品工業が2014年に「ＰＤ－１」の抗体医薬「オプジー

ボ」（一般名ニボルマブ）を発売し、近年では世界

各地の製薬会社がよく似たメカニズムのがん治療薬

の開発に乗り出しており、新たな治療法としての普

及が期待される背景での受賞であり、全世界のがん

患者への救世主、福音である。

本庶氏は、「有志竟成」を座右の銘として揮毫。こ

の意味は、「強い志を持てば目的は必ず達成できる」

という科学者としての強い意志が窺える。また、中

国新聞１０月３日の「天風録」には、「教科書に書

いてあることを信じない」自己信念で、好奇心（cu

riosity）と勇気（courage）を持って疑問に挑戦

（challenge）し、通説をうのみにしないで自分で

考えを確信（confidence）するまで、集中力（conc

entration）を切らさずに地道に研究を継続（conti

nuation）する6つのＣを大切にしてきたと報じられ

ている。この6つのＣは、2018-2019年度ＲＩテーマ

「BE THE INSPIRATIONインスピレーションになろう」

に相通じる。

□親睦活動委員会 委員長 山根 積

１０月１１日(木)１８時３０分より瀬戸内ゴルフリ

ゾートにおいて月見例会を開催致します。

会員 夜船 正昭

先程は私共に各記念日をお祝

いをして頂き有難うございま

した。私は１０月１日に７５

回目の誕生日を迎えました。

今日まで大病もせず元気な体

で過ごさせて頂いたことに感

謝致しております。

さて、私は交通安全協会に携

わっております一員としてその方面の話しをさせて

頂きます。車両の「ヘッドライトはハイビームが基

本」とご存知ですか？道路運送車両法では、ロービー

ムの正式名称は「すれ違い用前照灯」、ハイビーム

は「走行用前照灯」とされています。照射距離は、

ロービームが前方４０ｍ、ハイビームが前方１００

mを照らすことができるものと定められています。

つまり、対向車や先行車、歩行者などをハイビーム

で眩惑させないようにすれ違い用のライトとしてロー

ビームがあって、通常走行はハイビームと法律で定

められています。とはいえ、狭い日本では深夜や峠

道などの特定の状況は別として、対向車や先行車、

歩行者がいないというのはなかなかありません。な

ので通常ハイビームで走行すると、必ず切り替えを

忘れる方が現れ、はた迷惑だ！ということで、まる

でロービームが基本かのごとく言われている、とい

うのが現状です。

平成２８年度以降のデータでは１７時～１９時の間

の死亡事故が多いことを示し、日没から一時間前後

の薄暮時の時間帯の危険性が証明されています。

薄暮時、夜間帯の交通事故を抑止するために車両運

転者の方はハイビームを積極的に活用してください。

ただし、これは常にハイビーム走行を推奨するもで

はありません。先行車や他行者がいる場合には、ロー

ビームに切りかえを積極的に行って、交通事故防止

に努めましょう。広島県警もハイビームの使用を呼

び掛けています。道路交通法では基本はハイビーム

となっています。私も免許取得から５０年余り経過

しましたが、ロービームが基本だと思い込んでいま

した。

ハイ＆ローの切り替えが面倒だという声に応え、ハ

イグレード車には対向車や先行車を検知して自動で

切り替えるものや、ハイビームでありながら対向車

の運転者の運転席周辺のみ眩しくならないように光

軸を調整する機能が備わった車も登場し始めました。

こうした形でドライバーをサポートし安全運転に貢

献する機能は軽自動車など多く出回っている車にも

早く標準装備になればいいと思います。また同時に

光軸調整など、整備技術がより求められる流れになっ

てきたと実感しています。

交通部会議の一部を紹介しますと、８月末現在県内

交通事故死者数は６７人で、前年同期に比べて１１

人増加と極めて厳しい情勢にあります。このうち、
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薄暮・夜間の時間帯に車両が歩行者に衝突した交通

死亡事故は１６件発生しているが、いずれの事故に

ついても関係車両は』ハイビームを活用しておらず、

これらの内、１１件については、仮にハイビームを

使用していれば死亡事故には至らなかったのではな

いかと推測されると事例報告がありました。

私達が今日から実践できることは、夕暮れ時や夜間

などは速度を落とし、ハイビーム、ロービームの切

り替えをこまめにし、慎重な運転を心がけることだ

と思います。

安全運転でいきましょう。

『転ばぬ先の杖』

会員 西岡 一道

本日は結婚記念日を御祝頂き誠

に有難うございます。御礼とし

て、「転倒防止、足腰を鍛える」

体操を二つ紹介します。一つは、

「片足ずつ、大きく上げる運動」

で大きくがポイントです。もう

一つは、「背筋を伸ばし、尻を少し出したままでの

屈伸運動」で、出来るだけゆっくりと屈伸してくだ

さい。

これらは、立川志の輔師匠が司会のＮＨＫの番組で、

以前は「ためしてガッテン」という番組で紹介され

たものです。

昨日のガッテンでは似たような屈伸運動が血糖値を

下げる効果があると紹介され、今日のあさイチでは

テーブルスクワットの筋トレとして紹介されていま

した。いずれの運動も、「１０回、週２回程度」と

「安近短」なのがいいですね。

板場会長には「そんなのは、効果ないよ。ボーッと

生きてんじゃねえよ!!」（ＮＨＫ番組（チコちゃん

に叱られる!!）と叱られそうですが、皆様には「ガッ

テンして頂けましたでしょうか？」

ここで心の中で「ガッテン！ガッテン！」と相槌を

打って頂ければ幸いです。ＮＨＫの番組を横串に話

を構築してみました。ご清聴ありがとうございまし

た。

□日 時 平成３０年１０月４日(木）

□場 所 大広苑

□出席者 １０名

□議 題

①親睦旅行例会

親睦旅行申込数 10/4現在16名

②忘年家族例会 承認

日 時 平成３０年１２月８日(土)１８時

場 所 大広苑

１２月１３日(木)→８日(土)へ振替え

③竹原市制60周年記念感謝状贈呈式出席の件 承認

日 時 平成３０年１１月３日(土)

場 所 竹原市民館ホール

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

平成30年10月2日東広島市を表敬訪問、平成30年7月

西日本豪雨災害復興寄付金をお届けしました。

平成30年10月9日竹原市を表敬訪問、平成30年7月西

日本豪雨災害復興寄付金をお届けしました。

（身近な情報を投稿してください）

『月見とは 名ばかり 山の酒宴かな』

『悪いのは 月か幹事か 考える』

『旧友と 会って満足 地区大会』

『再びの 輝き戻せ 備後から』 金澤節生

『苦楽を共に はや５５年 長くもあり短くもあり』

『年を感ずる妻の寝顔』

『瀬戸内の 箱庭眺め 月見例会』

『災害の なまなましさ横目に バスは行く』

市川重雄



１０月１１日 第２６３１回

月見例会：瀬戸内ゴルフリゾート

出席者：会員１８名,配偶者４名,事務局 計２３名

□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：１８名 □欠席者： ９名

□メイク： ５名 □出席率：７９．３１％

会長 板場 英行

本日は、月見例会で瀬戸内ゴルフリゾートに来まし

た。企画、準備に奔走いただきました山根親睦委員

長はじめ関係の皆さまに深謝します。会員の出席率

が６０%未満で少し寂しい印象ですが、参加者の満

願の笑みで親睦を図り寂しさを払拭していただきた

いと考えます。次週は、「地区大会イン尾道」で休

会、通常例会は２週間後の１０月２５日です。会員

各位、それぞれの領域、分野における奉仕活動への

尽力をお願いします。

１０月７日今栄敏彦竹原市長を表敬訪問し、西日本

大豪雨災害への寄付金をお渡ししました。災害から

３カ月を経過しましたが、いまだ手つかずの地域、

場所があり、財政面と併せ苦悩されている現況の報

告を受けました。竹原市は、１１月４日に市議会議

員選挙の告示、１１日投開票で4年間市政の鍵を握

る14名が選出されます。市の復興はもとより、発展

に向けた舵取りを期待したいところです。

広島東洋カープは、次週１７日からクライマックス

シリーズ 終戦に臨み、２７日からは３４年ぶりの

日本一に向けた戦いのレールが敷かれています。

終目的地に向けたカープ号の走りを見守りたい。小

林一茶の句「名月を取ってくれろと泣く子かな」に

倣い、「日本一執ってくれよとのぞむ鯉」。今日の

月見が鯉ファン待望の日本一へのナイスショットに

繋がることを祈念し、月見例会における挨拶としま

す。

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

市川会員よりお饅頭をご提供頂きました


