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第1602回例会　12月８日  
　先にメールにてお知らせしました通り、新型コロナ
ウイルスの感染拡大を踏まえ、12月１日開催の理事会
において12月22日予定のクリスマス夜間例会の中止を
決定しました。この代わりとして会員各位にANAク
ラウンプラザホテルの10,000円のお食事券とお花をお
届けすることにしましたのでご了解ください。
　さて今日12月８日は、ニイタカヤマノボレヒトフタ
マルハチの暗号で真珠湾攻撃が開始され、太平洋戦争

（大東亜戦争）が始まった日です。国民には「臨時
ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げま
す。大本営陸海軍部、12月８日午前６時発表、帝国陸
海軍は本日８日未明、西太平洋においてアメリカ、イ
ギリス軍と戦闘状態に入れり、…」 の有名なラジオ放
送で開戦が発表されました。
　この放送に多くの日本人は歓呼の声を上げ、大日本
帝国の更なる発展を夢見たようですが、鬼畜米英を叫
ぶ軍部の暴走の結果として多数の戦死者、国土荒廃、
原子爆弾の投下という悲惨な事態を招いてしまいまし
た。
　最近NHKのBSでヒットラーとヒットラーユーゲン
トのドキュメンタリーを見たのですが、ドイツ国民の
多くがヒットラーに心酔し、ヒットラーの演説に歓喜
の声を上げ、若者はヒットラーユーゲントになること
がエリートの証しとして、誇りをもって参加している
映像がありました。ヒットラーの言葉の力、プロパガ
ンダによりドイツ国民が洗脳された結果だと思いま
す。
　最近SNSの発達により色々な情報が簡単に手に入る
時代となり、深く考えることもなくその情報をうのみ
にし、自分の好む報道しか信じない傾向が出てきてい
るようです。先ごろのアメリカ大統領選挙でもみられ
たように、指導者は自分にメリットのないニュースは
フェイクニュースだとして否定する発言をしているこ
とはご存知だと思います。第二次世界大戦に突き進ん
だ日本・ドイツの指導者の行動・発言、そしてそれ
に追随した報道機関の在り方と似通ってきているよ
うに感じます。この傾向は世界的な広がりをみせ、強
権的な政治家が増え民主主義の危機とも言われてい
ます。
　こうした時代ほどロータリーの四つのテスト「真実
かどうか」「みんなに公平か」「好意と友情を深めるか」

「みんなのためになるかどうか」の問いかけに真摯に
向き合い、自分の行動をみつめなおすことが必要と考
えます。

第1601回例会　12月１日  
　本日は、田原パストガバナーをお迎えして卓話の時
間に「ウイルスと共生・共存－がんの発生・予防・診断
－」のテーマでお話を頂きます。田原バストガバナー様、
後程宜しくお願い致します。
　12月は疾病予防と治療月間です。今年は新型コロナ
ウイルスの発生で、疾病予防の必要性を痛感した年に
なりました。新型コロナウイルスは欧米各国で猛威を
振るい、我が国でも急速な感染拡大の途中にあり第三
波の大きな波が到来しています。ご家族揃って楽しい
クリスマス、お正月を迎えることができるよう、感染
予防にはくれぐれもご留意下さい。
　さて、11月25日に第49回ロータリー研究会がZOOM
で開催されました。通常はリアル開催のためクラブ会
長が参加することはできませんが、今回はZOOM開
催のため、20：00～21：00の「ホルガークナークRI
会長と語ろう」の講話を聴くチャンスが与えられまし
た。
　クナーク会長のおられるドイツと同時通訳者のいる
アメリカのロータリー本部、そして日本を結んで開催
されました。
　クナーク会長は、「現在は変化の時代であり、ロー
タリーは変化しなければならない、変化する必要があ
る」と言われました。世界は待ってくれない、新し
いアプローチを試す時として、新型コロナウイルス
の影響でリアルの活動が制限されているなか、SNS、
ON LINEを使ったバーチャルの活動を取り入れるこ
とを推奨されました。又ロータリアンの年齢が高く
なっているため、ローターアクトクラブ、衛星クラ
ブの設立などにより若い人、女性の入会の促進の必
要性を強調されました。
　RI会長ノミニーにジェニファー E・ジョーンズ氏が
選任されました。115年のロータリーの歴史の中で初
の女性RI会長であり、理事も９人が女性です。「若い
人は経験がないことをおそれてはいけない。若い人の
ポテンシャルを見て欲しい」とも言われました。
　ロータリアンになることは単に入会することではな
く、無限の機会の扉を開くことを意味する。クラブは
ビジョンを持ち戦略計画をつくり、世の中が必要とす
るロータリーを目指そうと言われました。
　クナーク会長のお考え、発言を全て聞き取ることは
できませんでしたが、変化への対応、若者・女性の入
会促進など多様性を強調された様に思いました。
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ティングは中止となりましたが、現年度の残り半年間
の主な行事としては、４月10日の鹿児島での西南の集
い、５月15、16日の防府での地区大会、６月12日から
の台北での国際大会への参加と台北新東ロータリーク
ラブ訪問と大きな行事が残っております。いずれも新
型コロナウイルスの終息が前提となりますが、無事開
催できること祈っております。
　又、2021-22年度の杉川ガバナー年度の為の地区研
修会が４月25日に予定されており、この準備のための
作業がありますので皆様のご支援ご協力を宜しくお願
いします。
　クリスマス夜間例会を休会としましたので、今日が
今年最後の例会となります。皆様におかれましては楽
しいクリスマス、お正月をお迎えになりますことをお
祈りするとともに、2021年が一日も早く新型コロナウ
イルスが終息し穏やかで明るい年になりますことを祈
念します。皆様良い年をお迎え下さい。

第1603回例会　12月15日  
　今日は年次総会です。ロータリークラブ標準定款で
は、第７条　会合　第２節　年次総会で「役員を選挙
するため、現年度の収入と支出を含む中間報告および
前年度の財務報告をするための年次総会は、細則の定
めるところに従い、毎年12月31日の前に年次総会を開
催するものとする。」とあり、広島西南ロータリーク
ラブでは毎年12月の第３例会で開催しています。
　後ほどの総会では次年度の理事役員の選任を行いま
す。又財務報告は前年度については７月第３例会で報
告済みにつき現年度の中間報告をおこないます。
　現年度も半年が経過します。新型コロナウイルスの
影響で例会、懇親会等に多大な影響をうけましたが、
皆様のご支援・ご協力で計画した事業もおおむね予定
通り実施することができました。心からお礼申し上げ
ます。
　３月21日のグループ６、７のインターシティミー

31250号

訃報
　三好清隆会員が１月４日満 87 歳でご逝去されました。
　癌を患いながらも元気で例会に出席いただいており、ま
さかこんなに早くお亡くなりになるとは思いもしませんで
した。ご葬儀は１月５日家族葬にて執り行われ、後日社葬
による「お別れ会」を執り行われる予定になっております。
三好会員は平成３年３月ご入会以来、数々の役職につかれ
るとともに、広島西南ロータリーの歌を作詞作曲いただく
など西南ロータリーの発展に多大な貢献をいただきました。
ここに三好清隆会員のご冥福をお祈りします。� 合掌
� 会長　佐藤　二郎

創立10周年記念植樹
（宮島包ヶ浦）にて



例　会　記　録
第1601回例会� 12月１日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

国歌斉唱　われらの生業
お誕生記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　 ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。／来

年７・８月の祝日未定に伴いロータリーカレンダー
作成に遅れ。来週以降１人２部配布予定。／１月の
例会は１月12日（火）からスタート。／例会終了後、

理事役員会開催。
出席報告
　会員数 70名　出　席 55名（うちZoom出席７名） 
　　　　 　　　欠　席 15名　来　客  0名
　　　　 　　　来　賓  1名
プログラム
外部講師卓話
　「ウイルスと共生・共存－がんの発生・予防・診断－」
　地区がん予防推進委員会カウンセラー 
　田原榮一　パストガバナー（広島中央RC）

ヒヒトトののDDNNAAのの大大部部分分ははウウイイルルスス由由来来

• 最最近近ののヒヒトトゲゲノノムム研研究究でではは、、ヒヒトトののDDNNAAのの大大部部分分（（5500%%以以上上））ははウウイイルルスス
由由来来でであありり、、ヒヒトトののゲゲノノムム進進化化やや生生体体機機能能にに重重要要なな役役割割をを果果たたししてていいるる
ここととがが明明ららかかににさされれたた。。

• ここののここととはは、、ウウイイルルスス感感染染がが必必ずずししもも病病気気のの発発症症にに繋繋ががるるわわけけででははななくく
、、ヒヒトトゲゲノノムムにに取取りり組組ままれれたたウウイイルルスス遺遺伝伝子子がが、、

後後述述すするるががんん遺遺伝伝子子ややママイイククロロRRNNAAのの様様にに,,  機機能能遺遺伝伝子子或或いいはは遺遺伝伝
子子発発現現制制御御にに利利用用さされれてていいるるここととをを示示ししてていいるる。。

• ままささにに、、人人類類のの進進化化ははウウイイルルススとと共共生生・・共共存存にによよるるももののとと云云つつててもも過過言言
ででははなないい

広広島島西西南南ロローータタリリーーククララブブ例例会会卓卓話話

「「ウウイイルルススとと共共生生・・共共存存
ーーががんんのの発発生生・・予予防防・・診診断断ーー

RID2710 地地区区研研修修リリーーダダーー
地地区区ががんん予予防防推推進進委委員員会会カカンンセセララーー

田田原原榮榮一一

ヒヒトトががんんととウウイイルルスス

• ヒヒトトががんんのの1155--2200%%ががウウイイルルススにに起起因因

＊DDNNAAウウイイルルスス

エエププススタタイインン・・ババーーウウイイルルスス（（EEBBVV))::  ババーーキキッットトリリンンパパ腫腫、、上上咽咽頭頭ががんん

ヒヒトトパパピピロローーママウウイイルルスス（（HHPPVV))：：子子宮宮頸頸ががんん、、陰陰茎茎ががんん、、皮皮膚膚ががんん

BB型型肝肝炎炎ウウイイルルスス（（HHBBVV))：：肝肝細細胞胞ががんん

＊RRNNAAウウイイルルスス

CC型型肝肝炎炎ウウイイルルスス（（ＨＨＣＣＶＶ））：：肝肝細細胞胞ががんん

ヒヒトト成成人人ＴＴ細細胞胞白白血血病病ウウイイルルスス（（HHTTLLVV--11))::ヒヒトト成成人人TT細細胞胞白白血血病病（（ＡＡＴＴＬＬ））

ウウイイルルススのの誕誕生生とと特特徴徴

＊＊ウウイイルルススはは、、約約4400臆臆年年前前「「生生物物のの誕誕生生」」ととととももにに誕誕生生

＊＊様様々々なな生生物物やや動動物物にに感感染染しし、、そそののウウイイルルススががヒヒトトにに感感染染ししてて、、

ヒヒトトのの進進化化とと共共ににヒヒトトににだだけけ感感染染すするるよよううにに適適応応

＊＊風風疹疹ウウイイルルスス::110000万万年年前前ににヒヒツツジジややヤヤギギかからら感感染染

＊＊天天然然痘痘ウウイイルルスス：：88000000万万年年前前ににウウママかかワワシシかからら感感染染

＊＊ウウイイルルススはは、、細細菌菌よよりり小小ささくく、、生生ききたた細細胞胞ののみみにに感感染染すするる微微生生物物

＊＊ウウイイルルススはは、、そそれれぞぞれれ特特定定ののタタイイププがが、、そそれれぞぞれれ特特定定のの臓臓器器細細胞胞にに感感染染

＊＊RRNNAA((リリボボ核核酸酸））ウウイイルルスス：：ポポリリオオウウイイルルスス、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス

＊＊DDNNAA((デデオオキキシシリリボボ核核酸酸））：：EEBBVV,,HHPPVV,,HHBBVV

ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症

• 紀紀元元前前88000000年年頃頃 ココロロナナウウイイルルススのの原原型型：：野野生生動動物物、、家家畜畜にに潜潜むむ

＊＊ 44種種類類ののココロロナナウウイイルルスス感感染染症症

１１）） ヒヒトトココロロナナウウイイルルスス：：11996600年年代代、、かかぜぜのの原原因因のの1100--1155%%

22))      SSAARRSS（（重重症症急急性性呼呼吸吸器器症症候候群群））：：22000022--33年年、、中中国国広広東東省省

ココウウモモリリののココロロナナウウイイルルススかからら感感染染、、88,,000000人人

３３）） MMEERRSS((中中東東呼呼吸吸器器症症候候群群））：：22001122年年〜〜、、アアララブブ半半島島

ヒヒトトココブブララククダダかからら感感染染、、22,,449944人人

４４）） 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症（（CCOOVVIIDD--1199))::  

22001199年年1122月月末末かからら中中国国武武漢漢市市でで発発生生ししたた肺肺炎炎はは、、

新新型型ココロロナナウウイイルルスス（（SSAARRSS--CCooVV--22））ででああるるここととがが判判明明

現現在在、、国国内内でで、、110000万万人人がが感感染染

各各種種ががんんのの罹罹患患数数とと死死亡亡数数（（22001166年年推推計計））
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大腸、胃、肺、前立腺、乳房の順にがん罹患数が多い

肺、大腸、胃、膵臓、肝臓の順にがん死亡数が多い

死亡数／罹患数は、膵臓、胆嚢・胆管、肝臓、肺が高い

がんは遺伝子異常の病気

＊＊わわがが国国でではは年年間間約約110000万万人人がが新新たたににががんんとと診診断断さされれ、、毎毎日日22770000人人がが

ががんんにに罹罹患患ししてていいるる。。

＊ががんんはは、、遺遺伝伝子子異異常常のの病病気気でであありり、、ヒヒトトゲゲノノムムにに取取りり組組ままれれたたウウイイルルスス遺遺伝伝子子でで
ああるる「「ががんん遺遺伝伝子子」」（（細細胞胞増増殖殖をを促促進進ささせせるる働働きき））とと「「ががんん抑抑制制遺遺伝伝子子」」（（細細胞胞増増
殖殖をを抑抑制制ささせせるる働働きき））、、そそししてて、、DDNNAA修修復復遺遺伝伝子子等等のの遺遺伝伝子子異異常常がが

一一つつのの正正常常細細胞胞にに累累積積ししててががんんはは発発生生

＊＊一一つつののががんんがが、、臨臨床床検検査査でで見見つつかかるる大大ききささににななるるままでで、、1100年年かからら2200年年のの長長いい自自
然然史史をを持持っってていいるる。。4400歳歳過過ぎぎるるととががんんがが急急増増すすののはは、、1100--2200歳歳代代のの生生活活習習慣慣（（
喫喫煙煙・・食食生生活活））がが関関与与しし、、食食生生活活のの改改善善にによよりりががんんをを予予防防すするるここととががででききるる

＊＊ががんんはは、、老老化化のの一一種種でであありり、、長長生生ききすするるととががんんがが増増ええるるののはは、、遺遺伝伝子子異異常常のの累累
積積増増加加とと免免疫疫力力のの低低下下にによよるる

日日本本はは、、「「世世界界一一のの長長寿寿国国」」ににななりり、、22人人にに11人人ががんんにに罹罹患患、、33人人にに11人人ががががんんでで
死死亡亡、、ままささにに、、「「世世界界一一ののががんん大大国国」」ででああるる

マイクロRNAとがん発生・診断

＊ウウイイルルスス由由来来ののママイイククロロRRNNAA((  mmiiccrrooRRNNAA,,  mmiiRRNNAA))はは、、ががんん遺遺伝伝子子、、ががんん抑抑
制制遺遺伝伝子子等等のの遺遺伝伝子子発発現現をを制制御御しし、、細細胞胞のの発発生生、、分分化化、、増増殖殖、、細細胞胞死死等等
のの生生命命現現象象をを調調節節ししてていいるる

＊＊ヒヒトトゲゲノノムムににはは、、22,,660000ののママイイククロロRRNNAAががあありり、、ががんん化化をを促促進進すするるももののとと

ががんん化化をを抑抑制制すするるももののととががあありり、、そそれれららのの異異常常がが、、ががんんのの発発生生、、進進展展、、転転
移移にに関関与与すするる

＊＊ががんん化化促促進進型型 mmiiRR--2211：：乳乳ががんん、、肺肺ががんん、、子子宮宮ががんん、、

＊＊ががんん化化抑抑制制型型 mmiiRR--3344:: 前前立立ががんん、、大大腸腸ががんん、、肝肝ががんん

＊＊ががんんかかららののママイイククロロＲＲＮＮＡＡはは、、早早期期かからら血血液液をを含含むむ体体液液にに検検出出れれるるここととかからら

ががんんのの早早期期発発見見ややががんん治治療療にに役役立立つつババイイオオママーーカカーーととししてて注注目目

大大腸腸ががんんのの多多段段階階発発生生

田原榮一著書「がんはどのようにして発生するか」より

＊ががんん予予防防推推進進事事業業をを､､22001166年年かからら33年年間間のの地地区区戦戦略略計計画画ととししてて、、地地区区「「ががんん予予

防防推推進進委委員員会会」」（（藤藤村村欣欣吾吾委委員員長長、、児児玉玉哲哲朗朗委委員員をを含含むむ地地区区1122ググルル--ププかからら

1144名名のの委委員員））をを設設置置

＊＊地地区区全全ククララブブはは、、「「ががんんをを防防ぐぐたためめのの新新1122かか条条」」をを掲掲げげ、、ががんんのの一一次次予予防防（（禁禁

煙煙、、食食生生活活改改善善））、、二二次次予予防防（（ががんん検検診診））、、青青少少年年へへののががんん教教育育等等をを推推進進しし、、

大大ききなな成成果果をを挙挙げげるる。。そそのの成成果果はは、、

「「ロローータタリリーーのの友友」」22001199 1122月月号号のの特特集集「「元元気気でで““RR活活””をを続続けけよようう！！」」ととししてて掲掲載載

＊＊ががんん予予防防にに関関すするる卓卓話話資資料料をを地地区区ホホーームムペペーージジにに作作成成

＊＊岩岩国国西西RRCCはは、、22001177--1188年年度度、、中中学学生生にに「「ががんん予予防防教教育育とと音音楽楽公公演演」」をを行行いい、、

RRII22001177--1188年年度度「「意意義義ああるる業業績績賞賞」」をを受受賞賞

ががんん予予防防推推進進事事業業ととのの33年年間間のの成成果果

ががんんはは完完治治すするるここととがが出出来来るる

＊早早期期ががんんのの発発見見がが増増加加：：内内視視鏡鏡・・画画像像診診断断のの進進歩歩

（（超超音音波波・・ＣＣＴＴ・・MMRRII・・PPEETT--CCTT))

＊＊ロロボボツツトト手手術術やや術術後後管管理理のの進進歩歩

＊＊ががんん患患者者のの遺遺伝伝子子異異常常にに基基づづくくががんん個個別別化化治治療療のの進進歩歩

＊＊オオブブジジーーボボ等等ののががんん免免疫疫療療法法のの開開発発

＊＊ピピンンポポイインントト攻攻撃撃のの放放射射線線治治療療のの進進歩歩

＊＊適適切切なな併併用用療療法法とと緩緩和和ケケーーアア等等のの進進歩歩

ががんんのの浸浸潤潤とと転転移移

St-1 

-II

−III

IV

「「ロローータタリリーーのの友友」」22001199  1122月月号号ーー特特集集 元元気気にに
““ RR活活””をを続続けけよようう！！

今後のがん予防推進事業の取り組み−１

＊＊脇脇年年度度にに「「地地区区ががんん予予防防推推進進委委員員会会」」がが復復活活しし、、今今後後33年年間間、、RRCC,,RRAACC

及及びびIIAAががががんんのの予予防防活活動動にに取取りり組組むむ

＊＊ ポポリリオオ撲撲滅滅後後ののRRIIのの優優先先事事項項ととししてて「「ががんん予予防防にによよるるががんん撲撲滅滅」」をを

提提言言ののたためめ、、RRIIのの「「大大規規模模ププロロググララムム補補助助金金（約約22億億））」」をを申申請請

＊理理由由：世世界界ががんんレレポポーートトでではは、、ががんん死死亡亡数数はは年年間間882200万万人人でで死死因因第第一一

22003300年年ににはは5500%%増増ええてて、、22,,220000万万人人にに達達すするる。。そそのの死死亡亡率率のの7700%%はは

途途上上国国にに集集中中、、即即ちち、、途途上上国国ででもも 寿命が延び、ががんん発発生生ののリリススククがが拡拡大大、、

ががんんにによよるる死死亡亡者者のの70%はは、、アアフフリリカカ、、アアジジアア、、中中央央・・南南アアフフリリカカにに集集中中

＊＊ここののププロロググララムムのの立立案案、、実実施施、、モモニニタタリリンンググににはは、、非非政政府府組組織織、、営営利利組組織織

等等ののパパーートトナナーーのの協協力力がが必必要要：：国国立立ががんんセセンンタターー、、広広島島県県、、

広広島島県県医医師師会会

ががんんのの早早期期発発見見のの効効果果

ががんん検検診診率率はは、、50%以以下下でであありり、、現現在在のの60%強強のの生生存存率率をを今今後後10-20%高高めめるる
必必要要ががああるる

疾病予防と治療月間・クラブ健康管理月間4 2020年 12月



ミミルルテテルルののママイイククロロRRNNAA血血液液検検査査

ミアテストプラチナ報告書例
(男性︓12疾患、⼥性︓13疾患)

今後のがん予防推進事業の取り組みー２

「「リリキキッッドドババイイオオププシシーー：：液液状状生生険険、、LLiiqquuiidd  BBiiooppssyy」」ととはは

血血液液をを含含むむ体体液液中中のの特特定定ののDDNNAAややママイイククロロRRNNAAををババイイオオママーーカカーーととししてて、、

ががんんのの早早期期発発見見ややががんんのの個個別別治治療療にに役役立立ててるる画画期期的的なな医医療療技技術術

ままささにに、、「「血血液液をを利利用用ししててががんんををみみつつけけるる」」方方法法のの現現実実化化

＊＊利利点点：：低低ダダメメーージジ、、安安全全でで痛痛みみががなないい、、採採血血がが容容易易でで繰繰りり返返しし実実施施、、

ががんんのの状状態態ををリリアアルルタタイイムムにに遺遺伝伝子子情情報報がが得得らられれるる

＊＊応応用用：：

１１））ががんんののススククリリーーニニンンググ

２２））術術後後ののががんん細細胞胞残残存存のの有有無無

３３））分分子子標標的的治治療療薬薬ななどどのの選選別別

４４））再再発発のの超超早早期期診診断断

５５））抗抗ががんん剤剤治治療療のの効効果果判判定定

ミミルルテテルルののママイイククロロRRNNAA血血液液検検査査

・次世代シークエンサー法という方法で、
1万種類以上あるマーカーの中から
・どのようなマーカーが（配列情報）
・どれだけあるか（発現量）

を測定・解析します。

・健常者と疾患患者のデータから、各疾患毎の疾患リスクを評価

・⾼リスクの場合、各疾患の既存のガイドラインに従って早期発⾒

・血液中に小分子RNA(以下、マーカー）が存在します。

・マーカーには、
がん患者で増加するもの、
がん患者で減少するもの

があります。

ミアテストプラチナ検査

共存共栄の理念

ロローータタリリーーととががんんににはは、、「「共共存存共共栄栄」」とといいうう共共通通のの理理念念ががああるる

＊＊「「ロローータタリリーーととかかけけてて、、共共存存共共栄栄とと解解くくーーそそのの心心はは、、利利己己とと利利他他ととのの調調和和」」

第第22771100地地区区22000088−−0099年年度度ガガババナナーー 諏諏訪訪昭昭登登

＊＊「「ががんんととかかけけてて、、共共存存共共栄栄とと解解くくーーそそのの心心はは、、長長いい自自然然史史とと予予防防のの調調和和」」

第第22771100地地区区22001166--1177年年度度ガガババナナーー 田田原原榮榮一一

ががんんはは臨臨床床的的にに見見つつかかるるままででにに、、1100−−２２００年年のの長長いい自自然然史史ががあありり、、そそれれににはは、、

青青少少年年時時代代のの喫喫煙煙をを含含むむ生生活活習習慣慣がが関関与与、、そそれれをを改改善善すするるここととよよりり

ががんんをを予予防防すするるここととががででききるるこことと（（一一次次予予防防））、、ががんんをを早早期期にに見見つつけけれればば、、

ががんんはは完完治治ででききるるこことと（（二二次次予予防防））、、そそししてて、、進進行行ががんんででももががんん治治療療にによよりり、、

ががんんとと共共存存ししてて生生活活ででききるるこことと（（三三次次予予防防））

リキッドバイオプシーの重要性

ががんんのの治治療療率率をを改改善善すするるににはは、、

「「ががんんのの早早期期発発見見」」、、「「ががんん再再発発のの早早期期発発見見」」、、そそししてて、、

「「自自分分自自身身にに適適ししたた治治療療法法のの発発見見」」のの33点点がが必必要要

「「リリキキッッドドババイイオオププシシーー」」はは、、そそれれらら33点点をを全全てて活活用用ででききるる

検検査査方方法法ででああるる。。ままささにに、、「「血血液液検検査査ででががんんはは変変わわるる」」時時代代へへのの扉扉
をを開開くく機機会会をを提提供供すするるももででああるる

中村祐輔著書「がん消滅」

田原ガバナー信条と理念

22001166--1177年年度度RRII会会長長 ジジョョンン・・ジジャャーームムののテテーーママ 「「RRoottaarryy  sseerrvviinngg  hhuummaanniittyy::  

人人類類にに奉奉仕仕すするるロローータタリリーー」」をを受受けけてて、、

ガガババナナーー信信条条はは

「「VVooccaattiioonnaall sseerrvviiccee oonnllyy  bbrriinngg  aabboouutt  hhaappppiinneessss  aanndd  ppeeaaccee::

奉奉仕仕のの中中ににここそそ幸幸福福（（幸幸せせ））とと平平和和ががああるる」」

「「職職業業奉奉仕仕のの実実践践強強化化」」とと「「ががんん予予防防のの推推進進」」のの二二つつのの奉奉仕仕活活動動をを基基盤盤ととすす
るるガガババナナーー理理念念

「職職業業奉奉仕仕とといいうう健健全全なな精精神神はは、、ががんん予予防防にによよるる健健全全なな身身体体にに宿宿るる」」

はは、、4400年年間間ロローータタリリアアンンととししてて「「ががんんとと闘闘うう研研究究・・事事業業」」にに取取りり組組んんでで来来たた

科科学学的的根根拠拠にに基基づづくくももののででああるる。。

ががんん予予防防““新新１１２２かか条条”” トーマス・カーライルの名言

ポポーールル・・ハハリリススのの著著書書「「ロローータタリリーーのの理理念念とと友友愛愛」」のの中中でで、、

ポポーールル・・ハハリリススがが、、最最初初にに引引用用ししたた1199世世紀紀イイギギリリススのの有有名名なな歴歴史史家家

トトーーママスス・・カカーーラライイルルのの名名言言

「「一一生生懸懸命命誠誠実実ににひひととつつののここととをを成成しし遂遂げげととすするる努努力力、、

そそれれははここのの世世のの初初めめかからら人人間間ををととりりままくくああららゆゆるる病病やや苦苦悩悩にに対対すするる
偉偉大大なな療療法法ででああるる」」

Work’s a grand cure for all the maladies and miseries that ever
beset mankind-honest work which you intend getting done

ーーThomas Carlyle

株株式式会会社社 永永和和

ボボーートトレレーースス宮宮島島

社社会会貢貢献献事事業業ボボーートトレレーーススととそそのの歴歴史史

2020/12/8
3

株株式式会会社社 永永 和和 概概要要

レース用舟艇の賃貸
レース場内コンビニエンスストア運営
レース場内売店の運営
レース用審判判定カメラシステム販売

事業の概要

企 業 名 株式会社　永和
会 社 種 別 非上場
設 立 1953年4月22日（昭和28年）
資 本 金 3,955万円
年 商 4億円
本 店 所 在 地 広島市中区紙屋町2-2-7
従 業 員 数 12名　（アルバイト16名）
代 表 者 岩田雄介（1970年生）広島出身
取 引 銀 行 三菱東京UFJ銀行
主 要 顧 客 廿日市市

財団法人日本モーターボート競走会

プロフィール
岩 田 雄 介

生年月日

出身地

1970年1月10日

広島県広島市

略 歴

保有資格 FP技能士3級
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ
損害保険特級一般
蜂蜜ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
国際薬膳食育師
整理収納アドバイザー
秘書検定2級

【その他職歴 】
屠殺場、ゴミ収集車乗務、バキュームカー乗務、警備員、
飲食店、精密機器製造、飲料工場、原爆ドームの改修工
事、家庭教師、レンタルビデオ店、トラックターミナル、等々
のアルバイト

広島市内の小中高等学校卒業後、
修道大学短大学部入学（中退）

1990年の20歳でバイクに寝袋積んで東京に家出
鉄鋼専門商社や請負運送業（バイク便）を経験

1995年の25歳からおよそ2年間
中南米を中心にバックパッカーとして海外を放浪
帰国後、株式会社永和入社（1997年（H9））

2010年（H22） 株式会社永和 代表取締役就任
2012年（H24） 株式会社ﾎﾞｰﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 代表取締役就任
2020年（R2） 山口大学大学院MOT

今今日日、、知知っってていいたただだききたたいいこことと

①① ボボーートトレレーーススはは社社会会貢貢献献事事業業でですす！！

②② ボボーートトレレーースス宮宮島島のの歴歴史史ににここのの人人あありり！！

公営競技は、地方自治体にとって、貴重な財源を生み出す事業であり、雇用の創出にも大きく貢
献し、周辺事業者にも大きな経済効果を生んだ。

ボボーートトレレーースス（（競競艇艇）） 競競馬馬 競競輪輪 オオーートトレレーースス

つつままりり、、運運営営はは施施行行者者（（地地方方自自治治体体））

公公営営競競技技のの目目的的

開催施行権は、都道府県や総務省が指定した市町村など地方公共団体だけに与えられている。

（（どどここがが何何のの目目的的ででややっってていいるるののかか？？））

※ 経営者はその地方自治体の長となります。

ももととももととのの目目的的はは、、戦戦後後のの復復興興ののたためめ

地地域域財財政政にに寄寄与与 雇雇用用創創出出 周周辺辺のの経経済済効効果果

国土交通省
（モーターボート競走法）

経済産業省
（小型自動車競走法、自転車競技法）

農林水産省
（競馬法）

1兆5434億円 2兆8507億円 7009億円 738億円6604億円

第1602回例会� 12月８日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
四つのテスト唱和
点字カレンダー贈呈式・活動報告
　点字グループ「つぼみ」代表　八津川直子　様
　　　　　　　　　　　　　　　井上　康子　様
ご結婚記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　 12月22日（火）クリスマス夜間例会取り止めの案内
（先週の理事会で決定）。年内の例会は次週迄、新年
は１月12日からスタート。／全会員へクリスマスプレ

ゼント配布の案内（ANAホテル食事券。ホテルでの
食事のほかXmasケーキ・おせちにも利用可。使用期
間は半年）。合わせてシクラメンをクリスマス迄に自
宅へ送付予定。／本日16：30 ～ロータリー情報GM
を広島グランドインテリジェントホテル３Fで開催。

出席報告
　会員数 70名 出　席 59名（うちZoom出席２名）
　　　　 　　　欠　席 11名　来　客  0名
　　　　 　　　来　賓  1名　ゲスト  2名
プログラム
外部講師卓話
　「社会奉仕事業としてのボートレース宮島とその歴史」
　㈱永和　代表取締役　岩田雄介　様

ボートレースは国土交通省の監督のもと、総務省から指定された県や市や町といった地地方方
自自治治体体がが主主催催し、レースの実務業務を財団法人日本モーターボート競走会に委託する形で
行われています。（（北北はは群群馬馬県県桐桐生生市市、、南南はは長長崎崎県県大大村村市市））

現在は、競輪は43場 オートレースは5場

51250号



ボートレースは社会貢献事業

約約3％％

1％％

配配分分金金

施施行行自自治治体体

地地方方公公共共団団体体機機構構

地方公共団体への融資をすることで
間接的に地域貢献

人人やや企企業業

社会福祉・教育・文化、船舶・海洋、海外協力援
助などの事業（日本国内だけでなく海外にも）

地元の雇用創出、地元企業との契約（税収
アップ）

また多くの選手も災害復興等のボランティア
に参加するなどの社会貢献を行っている。
（1990年代で場内に約1,000人の人が働い
ていたほど）

地域のインフラに使われていた。
昭和40年代で1～36億円/年の配分金、
H5年で40億円/年の配分金を拠出（最大
55億）

ボボーートトレレーースス

日日本本財財団団へへのの交交付付金金
約約3%

ボートレースの売上金の一部を財源として、社会福祉・教育・文化、船舶・海洋、
海外協力援助などの事業を支援する公益財団法人。

昭和37年（1962）財団法人日本船舶振興会として設立。
平成23年（2011）公益財団法人に移行し「日本財団」となった。

令和元年度 約463億円

日本財団って？

現 会長は笹川陽平氏

日本財団

福祉車両の配備

障害者や高齢者の地域生活を応援するための車両である福祉車
両の配備事業を実施します。

ハンセン病〜病気と差別をなくすために〜

医療面での制圧活動とともに、社会的差別
の問題を人権問題として重要視し、患者・回
復者とその家族の尊厳の回復を目指す活動
に取り組んでいます。

歯科治療の際、使わなくなった貴金属などを小
児ガンや障害を持つ子供たちの支援や、ミャン
マー等での学校建設に使います

東北大震災や熊本地震の支援等
政府よりも対応が早い！
東北震災のときは3/28にボート業界として
10億円の支援金を拠出

（元の日本船舶振興会）

岩田 幸雄
1904年1月30日生まれ（明治37年）

1927年 明治大学法学部中退
1931年 婦人毎日新聞社 社会部長
11993377年年 外外務務省省 嘱嘱託託（（昭昭和和1122年年））
11994411年年 海海軍軍省省航航空空本本部部嘱嘱託託

児児玉玉機機関関設設立立
中中国国福福建建省省北北部部滞滞在在

11994477年年 中中国国よよりり帰帰国国
1951年 三瀧山多宝塔建立
1953年 瀬戸内海モータボートセンター株式会社設立（永永和和
1955年 広島県モーターボート競走会会長
1955年 全国モーターボート競走会連合会理事
1960年 日本ボクシングコミッショナー諮問委員
1962年 真言宗総本山高野山枢議
1963年 日本相撲協会目代
1964年 中国海事広報協会副会長
1965年 中国海員養成協会顧問
1965年 西日本海洋協会会長
1976年 広島県モーターボート競走会会長辞任＆顧問就任
1993年 永眠（平成5年）

プロフィール

ココココににいいるるボボククシシンンググ・・ココミミッッシショョナナーー？？

渡辺二郎VSパヤオプーンタラット

具志堅用高VSペトロ・フローレスの宣誓調印式

「「武武器器ななきき海海賊賊」」
昭和28年 林房雄 著
主人公： 「太田福男」
岩田幸雄が上海で終戦を迎えた後のことを中心に書かれた小説。
「武器なき海賊」の終わりにこう書いてあります。

上海電報として「日本人戦犯陶福正こと太田福男逮捕される、云々」とのっ
ていました。
私はその記事を広島で生き残った妻と二人の子供の家で読んだのです。

小説の最後の最後に、「いつか再び、私が陶福生と一緒になるときがきたら、
兪山語の手紙をあなたに書きましょう。」と綴られています。

「「海海賊賊」」
昭和41年 今日出海 著
主人公： 「岩木庄平」
岩田幸雄がモデルとなった小説。
主にジェスフィールド76号との関わりや汪兆銘をハノイから護衛する前後の
ことが書かれている。

海賊

どちらの小説が元になったかはっきりしませんが、NHKの連続ラジオ
ドラマ「南シナ海」というものも制作されました。

1947年
昭和22年9月10日の読売新聞

三三滝滝山山にに多多宝宝塔塔をを建建立立

広島県重要文化財にもなっている多宝塔。

岩田幸雄氏は、1526年に和歌山県に建立されたこの塔を解体して、
三滝山に移し、昭和26年5月に落慶に至った。
これは観音信仰の篤かった母堂タヅに報いる孝心の具象であり
また、原爆被爆者に対する慰霊の象徴とのこと。。。

生生いい立立ちち

今の天満橋を東に渡って、左－広瀬橋までの一帯を”旧市”といい、
当時、中央市場の前身たる野菜市場があって、この一帯は岩田家の
所有地で、一角に屋敷がありその屋敷内に一本の大きな”榎木”が
空に梢を張っていた。
広瀬”榎町”と呼ぶようになった。

地主であったが、岩田萬太郎が手を出した米相場にしくじって、さしも
の財産を人手に渡し、55歳で世を去ったのである。

その岩田萬太郎の次男が岩田幸雄

消消ええぬぬ夢夢

林房雄氏の「武器なき海賊」の主人 公 太田福男を岩田幸雄に戻し、非売品
として発刊したの が 「消えぬ夢 」 。

岩田幸雄は蒋政権に追われた後、上海から流れ、中国福建省の嵛山島を

もらい、島の開発に力を入れていた。。。この時代、岩田幸雄が最も幸福
だったと白州正子著の「こころに残る人々」の中に書かれています。

交友関係

パルボート宮島

現在はボートレース場入り口の前に、
外向き前売り発売所 「PALBOAT宮島」があります。
これは、1年年360日日全国のボートレース場の舟券を

購入することができる、いわばボートレース場にくっ
付いた場外発売所です。
（2階には多目的スペースがあります）

PALBOATを過ぎるとBOATRACE宮島の入り口が
あります。

（本場開催時の本場売上）

購入金額100円

施行者収益
19.382 円

法定交付金
5.618 円

売上の粗利は？

総売上の75％が（返還除く）
的中者で按分され払い戻される

令和元年度（2019年）の業界総売上高
1兆5434億円
およそ 1兆1575億円が的中者に払戻された事になる。
なお、令和元年のBR宮島の年間売上は498億円（今年は今日までで511億円）

競走会設立後、呉市での開設の話が上がったが、
呉市の資金難から開設には至らなかった。

資金難で広島県における競艇実現が不可能にな
るかも知れないと、岩田幸雄氏はその前途を心
配して、私費で加入金を立て替えるとともに、競
艇実現に向け東奔西走した。

その後、施行権を求めて

広島市・坂町・宮島町が始動したが、立地条件や
積極性から宮島町に軍配があがった。

当時、広島市では競輪が既に決まっていた競輪
事業を防衛する目的で競艇誘致をしていたため、
岩田幸雄も宮島口支持を決断したとされている。

また、漁協や地域住民の了承問題に対し、陣頭
指揮したとされるのが岩田幸雄である。

開催施行者は人口3万人以上という条件があり、宮島町、大野町、大竹市による宮島競艇施行組合が誕生した。

結結果果、、開開催催地地はは宮宮島島口口にに！！

そして、昭和29年11月に初開催

広広島島ののボボーートトレレーースス発発祥祥のの地地ははどどここにに？？

広広島島県県モモーータターーボボーートト競競走走のの父父とと言言わわれれたた岩岩田田幸幸雄雄氏氏はは何何者者ななののかか？？

岩田幸雄は何者？

当時の「競艇」の立ち上げの主要人物の1人、笹笹川川良良一一とも深い親交があって、

広島で競艇を実現させるために、神楽坂にあった自邸を女優の木暮美千代に売却し、そ
の資金で広島県モーターボート競走会を設立した。

広島県モーターボート競走会 名誉会長で、株式会社永和の創設者で
もあり、ボートレース宮島のために半生を捧げた男。

そそうう、、岩岩田田幸幸雄雄ななくくししててボボーートトレレーースス宮宮島島はは誕誕生生ししななかかっったた。。。。。。

そんな岩田幸雄は何者？

日本ボクシングコミッショナー諮問委員
相撲協会 目代
高野山枢議
原爆慰霊碑を正す会 代表世話人
西日本海洋協会会長
紺綬褒章受賞するなど・・・

・・・・でも、謎が多いのです。

サンケイ記事
1976年3月

ロッキード事件で有名なフィクサーと呼ばれた児玉誉志夫とともに児玉機関の創設に携わっ
た。

また、児玉機関と同時に発足させた児玉機関のお金と情報を集める岩田公館（機関）のトッ
プで、当時は約200名の情報員を抱えていた。当時の三井や三菱よりもお金を持ち、上海で
は日系の銀行にお金を貸していたという記事もある・・・

終戦の前日に朝日新聞の社機に当時の金額で数億円というお金やダイヤ、金塊を載せ日本
に持ち帰ったが、そのお金が今の自民党の設立資金になったとも言われている。

戦後、児玉誉志夫とはお金のトラブルで袂を分かつが、ロッキード事件の後に関係が復活？

岩岩田田公公館館（（機機関関））

447億円

共共〇〇会会ととのの関関係係

かつてはボートレース場の施設の保守管理等の会社 「宮島競艇株式会社」 が存在した。（S29）

昭和32年 宮島競艇株式会社は大栄産業に社名変更
昭和34年 大栄産業の社長に山村辰雄氏

昭和39年5月 山村組が中心となって連合組織「政治結社共〇会」が発足する。
初代会長に山村辰雄が就任する。（ウィキペディアより）

主要役員退陣により、山村辰雄が社長就任したが、S39年に脱税事件、続いて暴力団の資金源となって
いるのではないかとの世論により、S43年全株式を施行者（自治体）に譲渡し会社は消滅した。

「仁義なき戦い」の一幕 金子信雄（山村辰雄）は

びわこ競艇の社長に？！

ボートレース宮島の紹介

競走場施設の所有、競走の開催、舟券の発売等は宮島ボートレース企業団 （廿日市市）が、
レースの業務的な部分はMB競走会が、
ボート・モーターの所有・管理・整備は株式会社永和が⾏っています。
なお、土地の所有は、実はほとんどが広島電鉄。
現現在在はは年年間間でで192日日ののレレーースス開開催催ととななっってていいまますす。。
（24場とも180日～200日程度のレース日数）

施設内部は売店や飲食店、500人収容の吹き抜けのイベントホールや子供の遊戯スペースもあり、
一日中楽しめる空間となっています。

廿廿日日市市市市
（（施施行行者者））

日日本本モモーータターーボボーートト競競走走会会

株株式式会会社社永永和和

ＭＩＣＥに使えるかも！

配分金

2017年8月9日の中国新聞

競艇収益による県下、周辺
地域への貢献として、

社会福祉、
道路整備、
学校教育、
交通防犯、
医療施設、
保健体育、
商工業振興、
地域振興、
広島県振興基金への拠出etcを行ってきた。

昭和50年代のデータでみると、道路整備は毎年2億円、地方自治振
興で2,000万円、県の振興基金へは1億円、医療施設には5500万円
と毎年拠出している。

当時の宮島競艇があったために、大野町、宮島町、大竹市は暮らしや
すい街になったと言える。

ここのの辺辺りりはは毎毎
年年50億億円円配配分分
金金出出ししててるる

ととっっててもも地地域域にに貢貢献献ししてていいまますす！！

ペペアアボボーートト体体験験会会（（現現在在はは実実施施ししてておおりりまませせんん））

様々なイベントもありますので、是非おいで下さい。

年に6回程度。
身長130cm以上であれば、大丈夫！
時速60km/h程度で2周体験できます。

大きなレースの土日には、
キャラクターショーや神楽など
のイベントも実施！

上海時代 時限立法だったモーターボート競走法を恒久法にしたのが藤藤吉吉雄雄氏。

また、住吉会を中心に関東のヤクザをまとめ上げて、政財界のガードマン的
役割を果たし、蒋介石、統一教会の文鮮明、米カーター元大統領と国際的な
人脈も広かったといいます。

汪汪兆兆銘銘は中華民国の政治家。 孫文の元側近。 中国国民党の反蒋介石のグループのリーダーとして、抗
日を主張する蒋介石に対抗して、日本との和平を主張した人物。 日本に担がれて南京国民政府を樹立する
も、中国が日本に侵略されていくのを見ながら死亡した。

児児玉玉 誉誉士士夫夫
（1911年（明治44年）2月18
日 - 1984年（昭和59年）1
月17日）は、日本の右翼運
動家。

ロッキード事件で有名に。
CIAエージェントであったと

いう。暴力団・錦政会顧問。
「政財界の黒幕」
「フィクサー」と呼ばれた。

書籍

疾病予防と治療月間・クラブ健康管理月間6 2020年 12月



ROKU宮島
多目的スペースのROKU宮島は15テーブル60席
あり、会社のイベントや株主総会等にもご利用い
ただける施設です。

外向き前売りの建物の2階にあり、テラスに出ると
鳥居も見え、とても気持ちの良いスペースです。

ボートレースのイベントが優先されますが、宮島
競艇施行組合に申請することで無料で利用できま
す。

ありがとう

ご清聴、誠にありがとうございます

第1603回例会� 12月15日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
新会員へ入会記念品贈呈
　李　志翔　会員
会長時間
幹事報告
　 クラブ月報・年次総会用中間会計資料配布の案内。

／来週のクリスマス夜間例会取り止めにつき、今年
の例会は本日で終了。来年は１月12日例会からス
タート。／１月19日（火）例会はグランドインテリ
ジェントホテルへの職場訪問例会予定（案内はコロ
ナ感染状況をみて後日送付予定）。／会員手帳の追
加シールを作成予定。変更がある会員は年内に連絡
のこと。／例会終了後、月報編集会議開催。

スマイルボックス
　熊本卓司　会員
出席報告
　会員数 70名　出　席 52名（うちZoom出席４名）
　　　　 　　　欠　席 18名　来　客  0名
プログラム
2020～2021年度年次総会
　議事　第１号議案
　　　　2020～2021年度会計の中間報告の件
　議事　第２号議案
　　　　2021～2022年度理事役員選任の件
　 　クラブ細則に基づく指名委員会により、次年度会

長、会長ノミニー、理事、役員の指名が行われ、下
記の通り承認されました。

　　会長エレクト　　　　　根石　英行
　　直前会長　　　　　　　佐藤　二郎
　　副会長・会長ノミニー　佐藤　克則
　　幹　事　　　　　　　　桒田　博正
　　理　事　　　　　　　　折本　　緑
　　理　事　　　　　　　　藤田　　進
　　理　事　　　　　　　　漆原　健夫
　　理　事　　　　　　　　佐藤暖以子
　　理　事　　　　　　　　白築　忠治
　　S.A.A.　　　　　　　　 井上　俊博
　　会　計　　　　　　　　萬歳　幸治
　　（役員補佐）
　　副幹事　　　　　　　　山國　　豊
　　副幹事　　　　　　　　河原　英二

次年度役員予定者挨拶
会長エレクト　根石英行
　この度、次年度会長のご指名をいた
だきました根石です。次年度は35周年
であり、初めて当クラブがガバナーを
輩出する記念すべき年度です。しかし
ながら、コロナ禍において、ロータリー
の活動どのようになっていくのか、極めて不透明ではあ
りますが、杉川ガバナーを支えて、基本に帰ってクラ
ブの運営に努めてまいりますので、よろしくお願いいた
します。この場を借りて35周年記念事業についてご説
明させていただきますが、廿日市市立宮島学園小中学
校に楽器や、法被等の教材を寄付する事業を、徳納会員、
熊本会員を中心に進めております。記念式典など35周
年の行事に向けても皆様のご協力をお願いすることと
なりますので、こちらもよろしくお願いいたします。

幹事　桒田博正
　次年度幹事を拝命しました、桒田
です。入会して９年になりましたが、
大役を仰せつかり身のひきしまる思
いです。
　根石次年度会長を山國副幹事、河
原副幹事とともに盛り立てて、楽しい例会、楽しいク
ラブになるよう頑張りたいと思います。
　１年間、ご協力、ご指導をよろしくお願いいたします。

12月15日
熊本卓司会員　先週12月13日日曜日、広島テレビ

「Dearボス」３回目の出演をさせて頂きました。広島
を元気にさせてもらう目的が、私が出て少ししらけ
たのではと自分で思ってます。マイナス発言でスイ
マセン。来年も明るく、元気で楽しく！コロナをふ
きとばしていきましょう！

スマイルボックス

DONATION
12  月 年度累計

ス マ イ ル 43,000 円 351,000 円
100万ドル 106,164 円 616,341 円
善 意 の 箱 4,374 円 59,995 円
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創立２０周年
「「守守ろろうう僕僕ららのの太太田田川川」」 ビビデデオオ作作製製 各各小小学学校校にに配配布布

創立25周年
東東日日本本大大震震災災支支援援 被被災災中中学学へへのの運運動動用用具具提提供供

創立25周年
ＣＣ・・ＷＷニニココルル氏氏講講演演会会 子子供供たたちちのの森森林林体体験験学学習習

創立３０周年
平平和和記記念念公公園園にに英英語語案案内内版版設設置置事事業業

山下会長の挨拶

初初代代会会長長 西西本本順順次次郎郎

広島西南ロータリークラブの生立ちと歩み

２０２０年１２月２日

ロータリー情報ＧＭ

西南RCの生立ち
佐々木宏会員のPPTから引用

１ クラブ創立から認証伝達式

２ 記念事業について （創立１０年 １５年 ２０年 ２５年 ３０年）

３ 宮島の桜について

４ 広域公園梅林について

５ 台北新東ＲＣの交流について

６ これまでの主な奉仕事業

１ クラブ創立から認証伝達式

１ 創立総会
１９８６年（昭和６１年）９月９日

ガバナー松尾 明（広島南） 特別代表 上野 貞一（広島西）
会員３５名でスタート
（会長） 西本順次郎 （副会長） 山本 豊 （幹事） 萬歳 幸治

１９８６年９月１８日RIへの加盟が認証

２ 認証状伝達式（チャーターナイト）
１９８７年３月２２日

県知事 市長 商工会議所会頭 内外から多くのかたをお招きし
設営から運営まで手作りをモットーに執り行った。
今の西南にまで引き継がれている。

２ 記念事業

１ 創立１０周年
宮宮島島包包ヶヶ浦浦をを中中心心にに町町内内１１００ヶヶ所所にに２２００１１本本のの桜桜をを植植樹樹

２ 創立１５周年
第第１１部部 基基調調講講演演 ２２部部 記記念念シシンンポポジジュュウウムム「「１１５５歳歳ののメメッッセセーージジ２２００００１１」」パパネネルルデディィススカカッッシション

３ 創立２０周年
「「守守ろろうう僕僕ららのの太太田田川川」」 ビビデデオオ作作製製 各各小小学学校校にに配配布布

４ 創立２５周年
東東日日本本大大震震災災支支援援 被被災災中中学学へへのの運運動動用用具具提提供供
ＣＣ・・ＷＷニニココルル氏氏講講演演会会 子子供供たたちちのの森森林林体体験験学学習習

５ 創立３０周年
山山田田自自治治会会集集会会所所 再再建建事事業業 カカンンボボジジアアロローータタリリーーハハウウスス建建設設寄寄贈贈
平平和和公公園園英英語語版版設設置置事事業業

創立15周年
記記念念シシンンポポジジュュウウムム「「１１５５歳歳ののメメッッセセーージジ２２００００１１」」パパネネルルデディィススカカッッシション

創立10周年
宮宮島島包包ヶヶ浦浦をを中中心心にに町町内内１１００ヶヶ所所にに２２００１１本本のの桜桜をを植植樹樹

疾病予防と治療月間・クラブ健康管理月間8 2020年 12月

12月の会員記念日

尾立　静泰　２日
田中　朋博　４日
杉本　清英　11日
佐藤　二郎　13日
伊藤　英彦　21日
大山　修司　23日
岡本　倫明　25日

会員誕生日 創　業　月
栗原　佑哉　㈱マリー Ｓ53年
熊本　卓司　㈱ポップジャパン Ｓ49年
遠崎　秀一　㈱プラスワン Ｈ10年
上田　直治　㈱オンリーワン Ｈ15年
山下　哲夫　山下・長井法律事務所 Ｓ59年

パートナー誕生日
梶本尚揮夫人　美保子様　11日
杉川　聡夫人　加津子様　13日
水谷耕平夫人　文 子様　26日

入　会　月
徳納　武使 Ｈ19年
田中　朋博 Ｈ25年
熊本　卓司 Ｈ30年

結婚記念日
河原　英二 １日
山本　　豊 15日

ロータリー情報委員会GM 12月８日（火）広島グランドインテリジェントホテル３Ｆ

徳納武使



　⑸地区米山学友会賛助会員のお願い
　　 佐古幹事より資料をもとに説明。理事が賛助会員

となることを承認。
　⑹職場訪問例会の進捗状況
　　 １月19日（火）インテリジェントホテルで実施予

定。当日の内容を検討中。１月５日までにキャン
セルするか会長、幹事で判断する。

　⑺11月度会計報告
　　 事務局から説明。10月までの未収金は回収済み。
　⑻各理事役員会報告
　　宮㟢理事： 情報ＧＭは実施予定。その席でマイ

ロータリーについて説明予定。
　　山國理事： 来週点字カレンダーの寄贈式を行う。

一言挨拶をもらう。
　　梶本理事： 谷口委員長から米山学友会功労者、準

功労者の寄附をお願いしたいとのこ
と。

　⑼その他
次回開催日
　第７回理事役員会　2021年１月12日（火）13：45
閉会挨拶　根石副会長
　 半期が終わった。コロナの状況を見ながら活動を進

めていきたい。

日　時：2020年12月１日　13時45分～
場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ
出席者：佐藤（二）、佐古、根石、桒田、上田、梶本、
　　　　宮本、山國、宮㟢、水谷
欠席者：橋本、児玉

佐藤会長挨拶
　半期を過ぎたが、まだまだイベントが続くのでよろ
しくお願いしたい。
議事
　⑴次年度理事役員会候補について
　　 根石副会長より資料をもとに説明。候補者につい

て承認。
　⑵クリスマス夜間例会について
　　 佐藤会長より説明。新型コロナのため取り止めと

することを決定。12月例会は15日までとする。
　　 クリスマスの会員への贈り物を増やすことを検

討。
　　李会員の歓迎会も昼の例会で行うことを検討。
　⑶ １月プログラムについて
　　 桒田理事から資料をもとに説明。卓話予定を承認。
　⑷ 財団寄付（ポリオプラス35ドル）について
　　 梶本理事から説明。例年通り、会員から徴収する

ことを承認。２月会費で請求する予定。

2020-2021年度　第６回理事・役員会　議事録2020-2021年度　第６回理事・役員会　議事録

35 周年記念事業について
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2021年1月20日発行  

12月に入りコロナ禍が一層拡大し、広島に於いてもニュースで見ていた東京や大阪の様な
状態になってしまいました。新型コロナウイルスのワクチン接種も、イギリスやアメリカ
では既に始まっている様ですが、日本でも早く行って欲しいものです。令和３年になりま
しても、今までどおり例会で会員の皆様とお会いしたいと思っております。 （藤田　進）

　当クラブでは、2021年～22年度においてクラブ設立35周年を迎えます。35周年記念事業として、10周年事業とし
て桜の木を植林した宮島にちなみ、またこれまで青少年奉仕を記念事業として取り上げてきたことを踏まえ（15周年

「記念シンポジウム15歳のメッセージ2001」・20周年「守ろう！ボクらの太田川」製作・25周年記念シンポジウム「森
から見る未来」（Ｃ.Ｗ.ニコル氏講演）と子ども森林体験）、35周年記念事業実行委員会の記念事業部会を中心に、宮
島にある宮島学園（廿日市市立宮島小学校・中学校）に、教育資材を提供することを企画していただきました。学
校のイベントで使われる法被や、学園のマスコットキャラクター「じまっこ」の着ぐるみ、横断幕等の提供、並びに、
吹奏楽部で使われる、フルート、クラリネット、ホルン等の楽器の寄贈で、両方を合わせて約270万円の予算となっ
ています。宮島の子供たちは、県外の子供たちとの交流も多いと聞いており、そのような活動に広く活用してもらい、
子供たちの教育活動への支援になれば幸いです。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

根石　英行



今年度も濵田元会員よりスマイル用宝来紙をいただきました。今年度も濵田元会員よりスマイル用宝来紙をいただきました。

参加者12名参加者12名
藹々会練習　藹々会練習　12月19日（土）９時～12時　瀬野川公園野球場12月19日（土）９時～12時　瀬野川公園野球場


