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＜本年度会長テーマ＞ 「“よいこと”の推進力になろう、幸せと平和を奏でる“ＡＡＡ”」

12月1日(木) 第823回

「浮世絵版画」

国際ロータリー第2710地区Ｇ-6

ガバナー補佐 静川 周 様

私は、浮世絵版画が好きで、少しだけコレク

ションしています。でも、江戸時代の浮世絵は

高価で、とても手が出せないので、復刻版で

す。しかし、昭和の匠の彫師、刷師が制作した

もので。“版画”としては本物です。蒐集のき

っかけは、45年位前東京にいた頃、大江戸木版

社という出版社があり、浮世絵研究家として著

名な楢崎宗重氏監修の浮世絵版画を買わないか

とセールスされたのが始めです。 初持ってき

たのが「花鳥風月選集」。次が「写楽」、歌川

広重の東海道五十三次」、葛飾北斎「冨嶽三十

六景」他を購入して現在所有しています。所で

「冨嶽三十六景」は何枚あるかご存知でしょう

か。因みに、歌川広重の「東海道五十三次」は

東海道の宿場をモチーフにしています。従って

宿場の数の五十三と思われるかもしれません

が、起点の江戸日本橋と終点の京都三条大橋を

入れて五十五枚が正解です。それでは「冨嶽三

十六景」はというと当然三十六景ですが、あま

りにも人気が出て、十景追加となり四十六景と

なっています。今日は、 初に購入した「花鳥

風月選集」を皆さんに鑑賞していただこうと持

参しました。少ないものでも20度、多いもので

25度の多刷りとなっています。歌麿、北斎及び

広重の数多くある作品の中から25作品となって

います。全作品の題は以下のようになっていま

す。

1歌麿「紅梅に鷹」2広重「亀戸の藤」3北斎

「木賊刈」4広重「玉川秋月」5北斎「こぶしの

花文鳥」6広重「高輪の雪」7広重「蒲田の梅

林」8歌麿「芦に鴨」9北斎「長春花に黄鳥」10

広重「上野清水堂の桜」11広重「朝顔に鶏」12

北斎「春道列樹」13北斎「堀切の菖蒲」14広重

「洗馬」15歌麿「鶉の図」16北斎「藤原道信」

17広重「藪小路」18広重「洲崎の日の出」19北

斎「文屋康秀」20広重「浅草大提灯」21広重「上野榛

名山」22北斎「在原業平」23広重「牡丹花の図」24広

重「隅田川の雪」25広重「大橋の雨」

浮世絵が印象派の画家に多大の影響を与えたことは

みなさんご存知だと思います。25広重「大橋の雨」は

正しくは「大橋あたけの夕立」ですが、この絵はゴッ

ホが模写した絵として知られています。



2016年12月1日(木）第823回

3階｢安芸の間」

会長時間

本日は国際ロータリークラブ第2710地区グルー

プ6ガバナー補佐静川 周様とガバナー補佐幹事

澤田 英治様をお迎えしての例会となっており

ます。例会終了後「クラブ協議会」が行われま

すので会員の皆様宜しくお願い致します。

特に静川ガバナー補佐には卓話もお願いしてお

ります。ありがとうございます。期待もしてお

ります。

今月は御案内の様に特別月間として「疾病予防

と治療月間」となっており、2014年10月RI理事

会は、6つの重点分野の一つである「疾病予防と

治療月間」を12月に制定しました。

6つの重点分野は①平和を推進する②疾病と闘う

③きれいな水をもたらす④母子を助ける⑤教育

を支援する⑥地元経済を発展させるという世界

全体での重点分野になっており、ロータリー財

団もこの重点項目に対しリソースを投入してお

ります。

疾病予防の詳細は次回の会長時間にすることに

致しますが、本日はRIの重点分野とロータリー

財団の支援活動に関わる当クラブの財団支援に

ついて触れておきたいと思います。

29日にロータリー財団の勉強会が開催され、そ

こでバナー認証の贈呈式が』行われました。

広島安佐ロータリークラブは、そこでも地区の

表彰式に引き続き、4つの分野で全てバナー認証

され、パーフェクトであったことを先ずご報告

致しておきたいと思います。

広島安佐ロータリークラブは12月1日、例会終

了後、ガバナー補佐静川周様、補佐幹事の澤田

英治様をお迎えして「クラブ協議会」を行いま

した。

冒頭静川補佐から「安佐クラブは他クラブに

比べて飛びぬけて素晴らしいことをしておられ

るが、地区内でまだまだ十分認知されていな

い。公式訪問では大いにアピールして欲しい。

田原ガバナーは4つの重点課題の進捗状況などに

ついて聞かれますので、報告では必ずこれを入

れて欲しい」との挨拶をされました。

これを受けて岡本会長が「現在やっているこ

と、やろうとしていることをしっかり報告した

い。今日は公式訪問に向けて、静川補佐のご示

唆を頂きたい」と返礼の挨拶をしました。

この後、職業奉仕について谷委員長、財団100

周年は道垣内理事、がん予防推進について石丸

幹事、クラブ活性化については奥芝会員増強担

当理事がそれぞれ取組の現状について報告しま

した。

他には特にクラブ側からの報告、質問はな

く、また静川補佐からも報告事項に関して質問

はありませんでした。

後に静川補佐からの講評がありました。

「素晴らしい活動をしておられ、特にコメン

トはありません。公式訪問も今日のような形で

進められれば良いと思います。ただ財団100周年

の事業には『ロータリー財団100周年記念』の冠

を付けてアピールして欲しい。又、田原ガバナ

ーは入会3年未満の方から入会の動機、ロータリ

ーについての感想を求められます。その該当の

方はその心構えで出席されるよう伝えてくださ

い」。

広島安佐ロータリークラブへの田原栄一ガバ

ナーの公式訪問は12月15日、地区ではトリとな

ります。

「クラブ協議会」

～国際ロータリー2710地区

ガバナー田原栄一様の

公式訪問を控えて～



内容は①「Every Rotarian、Every Yeah」

クラブバナーです。正会員全員が年次基金へ寄

附し一人当たりの平均寄付額が100ドルに達して

いるクラブに贈られます。

②100％ロータリー財団寄附クラブバナーです。

正会員全員が寄附分類に関わらず寄附し一人当

たりの平均寄付額が100ドルに達しているクラブ

に贈られます。③年次基金への一人当たりの寄

付額上位3クラブです。これは第2710地区で断ト

ツの一位であり、地区表象に引き続き、財団か

らも認証された栄えあるバナーとなりました。

④End Polio Now「歴史に1ページを刻もう」

キャンペーンの感謝状です。ポリをプラス基金

に1500ドル以上を寄附したクラブへ贈られる感

謝状です。

全て頂きましたのは、当クラブのみであり、大

変素晴らしい瞬間であった事を皆様にお伝えし

会長時間を終わります。

本日のプログラム

「浮世絵版画」

国際ロータリー第2710地区Ｇ-6

ガバナー補佐 静川 周 様

☆ ニコニコ箱

☆ 岡本 忠文 様

お客様ようこそいらっしゃいました。第2710地

区グループ6ガバナー補佐 静川周様、補佐付幹

事 澤田英治様、クラブ協議会宜しくお願い致

します。また、本日中国新聞「SELECT」に掲載

されました。是非一読いただければ幸いです。

☆ 奥芝 隆 様

国際ロータリー第2710地区グループ6ガバナー

補佐 静川周様､ガバナー補佐付幹事 澤田英治

様、本日はよろしくお願い致します｡そして来

年度のガバナー補佐の心構えを指導してくださ

い｡

☆ 青木 幹丸 様 【要約】

1945年8月6日、原爆の投下によって、広島は、

現在を介して過去から未来へと続く時の流れを

分断された。一瞬のうちに生じた時間の空白

に、広島の民衆は「故郷」を失った。その時点

から、我々は否応なしに「こころの故郷」の構

築を余儀なくされた。なぜならば、こころの安

らぐ「故郷」は、若い生命が未来へと希望をつ

なぐ源であり、青年たちの日々の活動の源泉で

あるからである。「こころの故郷」の背景に

は、歴史、風土、そして文化、いろいろな要素

がある。7年前、古い木造の自宅を改装してフ

レンチレストランを開いた。庭は著名な作庭

家、重森三鈴による。こころが安らぎと感動を

覚え五感が動き出す空間は、アートが織りなす

感覚とその時代の文化的要素の融合である。内

外の知る人ぞ知る演奏家たちを招いてのコンサ

ートと食事会。そんな中から、店のテーマ音楽

も生まれた。日々進化を目指す歩みを通して、

少しずつでも、ひろしま「こころの故郷」の一

端を担えつつあるのでは、と自ら自負する今日

この頃である。その店の名前は、桜下亭。そし

て亭主は、そう、広島安佐ロータリークラブ、

岡本忠文会長、その人であった。

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。国際ロー

タリー第2710地区グループ6ガバナー補佐 静川

周様、ガバナー補佐付幹事 澤田英治様、本日

はありがとうございます。クラブのご指導の程

宜しくお願い致します。米山奨学生グェン リ

ン ティ ゴック 様寒くなりましたので、カゼ

などひかれないように温かくしてガンバッテ下

さいね。岡本会長セレクトを読みましたよ!!

￥34,000 累計￥295,000

１.BOX配布物

・ガバナー月信とロータリーの友を配布。

・「クラブ協議会」冊子を配布。

２.例会変更

・広島南RC「夜間例会並びにクリスマス家族会」

12月16日（金）18：00～（リーガ広島）

・広島城南RC 「クリスマス夜間例会」

12月16日（金）18：30～（メルパルク広島）

・広島西南RC 「クリスマス家族例会」

12月20日（火）18：30～（ＡＮＡ）

・広島安芸RC 「クリスマス家族会」

12月20日(火)18：30～（グランヴィア広島）

・広島東RC 「夜間例会・クリスマス家族会」

12月21日（水）18：00～（グランヴィア広島）

・広島陵北RC 「クリスマス家族同伴夜間例会」

と き：12月21日（水）18：30～

ところ：リーガロイヤルホテル広島

・広島西RC 「夜間例会並びに家族同伴懇親会」

12月22日（木）18:00～(ＡＮＡ）

・広島北RC「夜間例会並びにクリスマス家族会」

12月22日(木）（グランヴィア広島）

・広島廿日市RC「クリスマス家族同伴夜間例会」

12月22日（木）18：30～（メルパルク広島）

幹事報告



☆ ニコニコ箱

☆ 佐藤 恭子 様

国際ロータリー第2710地区グループ6ガバナー

補佐 静川周様、ガバナー補佐付幹事

澤田英治様、お待ちしておりました。佐藤は大

学院入試があり、協議会に出席できま

せん。申し訳ありません。

☆ 谷 勝美 様

岡本会長、中国新聞（セレクト）紙上（12月1

日付）で素晴らしい記事、感動しました。文章

の内容、桜下亭の宣伝も立派でした。

事務局の占部さん、此の度は結婚おめでとうご

ざいます。末永くお幸せに。

☆ 三宅 恭次 様

静川ガバナー補佐、本日はありがとうございま

す。指導よろしくお願い致します。古式泳法の

伝承者として、正月原爆ドーム前の元安川で、

寒中水泳を行っておられますが、もうお歳です

から、無理して風邪など引かれませぬように!!

☆ 山本 拓治 様

11月27日 日曜日、ゆめタウン廿日市にて、成

人式前撮り51名ヘアー･メイクをさせて頂きま

した。大人になられる幸せのお手伝いが出来た

事に感謝します。あまり儲かりませんでしたけ

ど(悲)

会員記念日（12月）
☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・石丸 博昭会員（石丸美紀様 ：5日 ）

いつも有難う！健康第一、今後共宜しくお願

い致します。

☆結婚記念日おめでとうございます。

・山口 洋充会員（H25.12.7）

今月が結婚記念月であることを失念しており

ました･･･。

☆創業日おめでとうございます。

・三宅 恭次会員（㈱バルコム S42.12.14）

来年には創業50周年を迎えます。1月から自

動車部門を地域分社して。拠点ごとの黒字化

を目指すとともに、その他事業も強化、創業

サービス企業として、新たなステージを目指

します。ご支援宜しくお願い致します。

・奥芝 隆会員（三吉屋食品（株）

S40.12.1）

今年で51年、お客様と従業員に感謝です。そ

して息抜きの場、ロータリーの仲間にも(つ

いでに)感謝です。

☆入会月おめでとうございます。

・森本 真治会員（2004年12月2日ご入会）

12月8日(木) 第824回

「年次総会」

【理 事】
会 長 八條 範彦さん

会長エレクト、副会長・クラブ管理運営

石丸 博昭さん

直前会長 岡本 忠文さん

会員増強 岡本 忠文さん

広報・会報 松岡 與吉さん

奉 仕 青木 幹丸さん

財 団 道垣内 文夫さん

幹 事 西丸 洋平さん

副幹事 遠藤 暢彦さん

山本 拓治さん

会 計 青木 幹丸さん

S A A 山口 洋充さん



2016年12月8日(木）第824回

3階「安芸の間」

会長時間

今年も早いもので、12月も二週目となりまし

た。

一年を振り返るタイミングもありませんので、

本日は今年の重大ニュースを拾ってみたいと思

います。

１月年初には戦後初となる年明け5日連続株安を

記録。中国経済不安、北朝鮮問題、中東情勢悪

化等マイナス要因が重なった結果三ヶ月振りの

￥18,000割れ。加えて原油価格の急落という激

動の幕開け。続いて、日銀が新たな金融緩和策

としてマイナス金利の導入。スポーツ界では、

前田健太がドジャース入団、年間16勝を上げ出

来高給の恩恵に浴す。10億円以上稼いだらし

い。

２月には1920年の国政調査開始以来初となる人

口減を確認。

３月、米国大統領選の山場「スーパーチューズ

デー」にて、共和党トランプ候補と民主党クリ

ントン候補が大勝。政治家として嫌われている

ヒラリーと人間的に嫌われているトランプの米

国史上 も醜い選挙戦がスタートしそうなプロ

ローグとなる。そして、国連安保理で「北朝鮮

制裁決議」を全会一致で採択。スポーツ界では

巨人軍選手の野球賭博関与が判明。一連の責任

を取り渡辺恒雄 高顧問が辞任。

４月、G7外相会議が広島で開催される。核軍縮

・不拡散の決意が盛り込まれた「広島宣言」を

採択。核兵器保有の米英仏外相が初めて慰霊碑

に参拝。

14日、震度７「熊本地震」発生、16日余震と思

われたがM7クラスの本震が発生。関連死含め150

名が犠牲に。熊本に続き環太平洋で大地震多

発。25日東京五輪新エンブレム内定。

５月、12日にG7伊勢志摩サミットが開幕、世界

経済がリスクに直面していると認識。消費増税

延期の意向を示す。26日米国オバマ大統領が広

島訪問。平和公園にて17分のスピーチ。

６月、15日に舛添都知事辞職。16日イチローが

日米通算4､2 57安打達成。MLB歴代1位。但し参

考記録となる。24日英国EU離脱個民投票にて離

脱派勝利。

７月、10日に第24回参議院選挙。与党大勝。改

憲派2/3を超す。また米国でリリースされた

「ポケモンGO」が大ヒット。任天堂の株価ストップ

高。14日「パリ祭」の当日フランス・ニースでテロ

84人が犠牲。31日都知事選で小池百合子氏大勝。

「小池劇場」スタート。

８月、6日広島原爆忌の同タイミングにてリオ五輪

開幕。陸上リレー400㍍で日本史上初の銀メダル。

広島山縣選手活躍。8日イチロー3,000本安打達成。

アジア人として初の快挙。そして天皇陛下がビデオ

メッセージにて生前退位を示唆される。

９月、10日我らが「広島カープ」25年振り7度目の

リーグ優勝。28日パリーグ日本ハムが優勝。大谷15

奪三振完封勝利。同日OPECが8年ぶりの原油減産合

意。原油安に歯止め。

10月、3日ノーベル医学・生理学賞に東工大の大隅

栄誉教授が選出。日本人3年連続25人目。一方で電

通社員自殺、過労死として労災認定。社会問題に発

展。15日は広島カープがCS優勝、日本シリーズに。

１8日黒田投手が引退表明。29日、日本ハムに日本

シリーズ優勝を奪われる。

１１月、5日黒田投手の感動の引退セレモニー。9日

米国大統領選挙、まさかの共和党トランプ候補が次

期大統領に。アニメ「君の名」が興行194億円突破

歴代邦画3位に。更にアニメ広島を題材にした「こ

の世界の片隅に」が異例のヒット。

12月流行語大賞に広島カープ優勝へのステップで使

われた「神ってる」が年間大賞。

これから12月何が起こるか解りませんが、今年は広

島イヤーで締めくくります。

本日のプログラム

「年次総会」

幹事報告

１.BOX配布物

・年末変更リストと喪中会員リストを配布。

・2016-17年度年次総会議案書を配布。

・IMのご案内を配布。(メーアクアップ対象）

2月26日（日)13：30～（グランヴィア広島)

・ガバナーご参加のクラブフォーラムについ

てのお願い文書を配布。

２.例会変更

・広島東南RC 「家族例会・懇親会」

12月26日(月)18：30～（ＡＮＡ）

・広島中央RC 「夜間例会並びにクリスマ

ス家族会」 （プリンスホテル）

12月22日（木）18：30～※12/26変更

３.休会のお知らせ

・12月27日（火） 広島西南RC・広島安芸RC



崇徳学園ＩＡＣ募金
１２月分
遠藤 暢彦･石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美･谷口 泰富 会員

合計 7,000円

総合計39,000円

☆ ニコニコ箱

☆ 青木 幹丸 様

今日12月8日は、仏教では成道会といい、お釈

迦さまが悟りを開かれた日となっています。私

は悟りには も遠い煩悩の日々を送っておりま

す。次年度会長エレクト石丸会員の漢気に感謝

です。

会員記念日（12月）
☆創業日おめでとうございます。

・山本 拓治会員（広島県美容業生活衛生同業

組合 S32.12.18）

￥6,000 累計￥301,000

12月15日(木) 第825回

「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー
第2710地区
ガバナー 田原 榮一 様

ガバナー公式訪問の主な目的は、会員の意欲を高

め、クラブをサポートすることであります。そこ

で、先ず、今日の卓話の機会に、2016-17年度RI会

長テーマと目標、そして、ガバナー信条と地区運営

方針について再度強調しますので、それらをクラブ

活動に導入され、「元気なクラブづくり」に是非反

映して頂きたいと存じます。更に、卓話の後に行わ

れますフォーラムにおいて、既にお願いした議題に

ついて協議させて頂きたいと存じます。

● RI会長テーマと強調事項・目標

先ず、ジョン・ジャーム RI 会長テーマは、

「Rotary serving humanity ：人類に奉仕するロー

タリー」であり、非常にsimpleですが、重みのある

テーマであり、私は感動しました。事実、多くのロ

ータリアンから、「これは、われわれが何をするべ

きかを示しており、人類への奉仕は、人生の 良の

仕事である」と絶賛のメールが寄せられています。

彼は、「人類への奉仕はロータリーの礎であり、

ロータリーの一員であることは、 初に小さな機会

と思えても、ロータリーを通じて社会に貢献する大

きな機会であり、更に、人類へのロータリー奉仕を

通じてより良い世界を導く機会です。ロータリーは

今、岐路にたっています。来年度はポリオ撲滅の可

能性があり、ロータリーの歴史で も重要な年を迎

えますので、今から準備しておくことが極めて重要

です。 ポリオ撲滅にロータリーが果たした役割を

クラブを通じて地域社会に認知してもらい、ロータ

リー入会こそ世界を変える方法であることを強調し

てください。そして、社会貢献への熱意をもつ職業

人が集うロータリー独自の力を生かせば、大きな目

標を達成することができます。ロータリーの前進に

は、単にロータリアンの数を増やす事ではなく、将

来リーダーとなるロータリアンを増やすことです。

「人類に奉仕するロータリー」の伝統を継続する名

誉を授けられた私たちは、このような奉仕を行って

いく責務があります」と述べています。

また、ジョン・ジャームRI会長は、昨年度と同じ

く5つの強調事項、即ち、

会員の増強と維持、財団への寄付、オンラインツー

ルの利用、新世代、 そして公共イメージを示しま

した。これら5つの強調事項に、それぞれ目標が



掲げられ、それらの組み合わせの達成が会長賞

の受賞に繋がります。当ロータリークラブの皆

様、是非会長賞にチャレンジして下さい。

加えて、彼は、2016-17年度ロータリー目標を

示しました。それは、3つの優先事項と11の目標

から成り、その内の4つの目標、即ち、「目標4

：ロータリー財団に対するロータリアンの知識

・参加・寄付を向上、目標5 ：永久にポリオを

撲滅、目標8 ：財団の補助金と6つの重点分野を

通じて、ロータリーの人道的奉仕の質と影響を

高める、目標11：「世界でよいこと」を続けて

きた財団の100年の歴史における財団の功績、特

にポリオプラスの成果に対するイメージと認識

を高める」の4つは、ロータリー財団管理委員会

が承認した財団の3カ年目標であります。

● ガバナー信条・地区運営方針

ジョン・ジャームRI会長テーマを受けて、私

は、地区ガバナー信条を、「Vocational

service only brings about happiness and

peace ：奉仕の中にこそ幸福(幸せ)と平和があ

る」としました。ガバナー信条に掲げた「奉

仕」は、ロータリーの目的である「職業奉仕」

であり、その意図 することは二つあります。そ

の一つは、 職業奉仕の実践強化であり、もう一

つは、人類の 大の敵であるがんの予防推進で

あります。

前者の職業奉仕の実践強化については、21世紀

に入り社会生活は目覚ましい進歩を遂げたにも

拘らず、道徳観の倒錯による政治、経済、科学

等の様々な分野で不祥事が頻発しており、それ

を防止するためには、我々ロータリアンは何を

なすべきでしょうか。それは、職業奉仕の理念

を実践するための二つの行動指針が必要です。

即ち、一つは「ロータリアンの行動規範」の遵

法、もう一つは「四つのテスト」を言行です。

それらは、職業倫理の高揚と人格の向上を惹起

させ、究極的に我々に幸福(幸せ)を齎すからで

あります。まさに、それは、 ポール・ハリス

のいう「奉仕の生活」は「幸福の生活」を意味

し、平和に繋がります。

後者のがん予防の推進については、我が国が抱え

る大きな社会問題、2025年に団塊世代が後期高齢者

となり、がん難民の大発生（3人に2人ががんに懸

り、がん死亡者3分の2が後期高齢者）について、我

々ロータリアンひとり一人が危機感を持ち、ロータ

リーとして対策を立てる必要があります。

そこで、ロータリー戦略計画の重点分野「疾病予

防と治療」に相当する「がん予防の普及推進」を3

年間の地区戦略計画として立ち上げ、地区奉仕プロ

ジェクト委員会の中に「がん予防推進委員会」を設

置しました。その目的は、ロータリアン自身及び高

齢者社会のニーズを満たす奉仕活動「がん予防の普

及推進」の実践を通じて、がんになっても安心して

働き暮らせるよう、自己責任に基づく健康管理を目

指すものです。

その具体的な活動方針には二つあり、一つは、我

々ロータリアン一人ひとりが、がん予防を「生活習

慣病」として把握し、がんの一次予防（禁煙・生活

習慣改善）と二次予防（早期発見・早期治療）によ

って齎される健康寿命の延長と健康経営、即ち「企

業従業員の健全な「心と身体」を戦略的に創り、も

つて健全な経営を維持すること」の推進です。もう

一つは、職業スキルを生かした青少年へのがん教育

です。

強調したいことは、がん予防とがん教育は、健康

に生きるための地域づくりであり、ロータリアン自

身のみならず、家庭、職場、地域社会の人々の命を

守り、さらに、ロータリーの将来を担う次世代の人

達が健康に生きるために必要なことであります。

将来、国際ロータリー第2710地区が我が国で も

がん罹患率・がん死亡率が低く、早期発見・早期治

療によりがんになっても、幸福の生活を過ごせる地

区になることを実現しようではありませんか！

ここで、がん予防に関連して、私のロータリーモ

メントを触れてみたいと思います。

昭和16年、肺結核症で父と私が枕を並べる闘病生

活の末、父の死と引き替えに私は生き残りました。

残された母と5才の私は親一人子一人で苦難の道を

歩み、私は幸にも医学の道に進むことが出来まし

た。そして、病理学者として、58年間、がん研究一

筋に取り組み、得られた研究成果をがん医療に導入

して、がんの確定診断である分子病理診断を実践す

る共に多くの後継者を育成しました。同時に、昭和

56年に広島中央ロータリークラブに入会して、「四

つのテスト」に共感し、広島の財界、広島大学、医

師会等の支援により、平成4年に

財団法人広島がんセミナーを設立しました。そし

て、毎年国際シンポジウムの開催、がん予防のため

の県民公開講座、若いがん研究者への助成等の事業

に取り組んで来たのであります。



このように、今日まで、がんと闘う研究と事業

に取り組んでこられたのは、真摯に「がん」と

向き合い、自分の生活の基盤となるロータリー

の理念を実践した結果であり、もしロータリー

に入会していなかったならば、自分の職業スキ

ルを生かした人道的な奉仕活動を継続すること

が出来なかったと云っても、過言ではありませ

ん。まさに、ロータリーに感謝です。

ここで、ポール・ハリスの著書「ロータリーの

理想と友愛」の中で、「奉仕の理念の意味」の

章において、ポール・ハリスが 初に引用した

トーマス・カーライルの名言を披露しましょ

う。即ち、19世紀イギリスの有名な歴史家であ

るトーマス・カーライルは、「一生懸命誠実に

ひとつのことを成し遂げとする努力、それはこ

の世の初めから人間をとりまくあらゆる病や苦

悩に対する偉大な療法である」と述べていま

す。

私のガバナー信条「奉仕の中にこそ幸福（幸

せ）と平和がある」の原点は、このトーマス・

カーライルの名言にあることを披露します。

次に、8つの地区運営方針について説明しま

す。それらは、戦略計画の優先事項と目標を含

んでおります。

1) 永久にポリオを撲滅。

ポリオ撲滅まであと少しです。2018年に、ポリ

オ撲滅宣言の予定です。

1985年、「ポリオプラス」を開始し以来、発症

数は年間35万件から10件以下にまで減少し、

「ポリオのないアフリカ」となりました。しか

し、パキスタンでは、依然として野生ポリオの

感染が続いています。忘れてはならないこと

は、ポリオプラスの世界における 初の提唱者

は、東京麹町RCの故山田・故峰両氏です。従っ

て、我々は誇りを持って、ポリオプラス基金の

寄付のみならず、ポリオ撲滅のための募金運動

を展開して頂きたいと思います。

2)「ロータリアンの行動規範」を遵法

「四つのテスト」と同様に、例会での唱和を推

奨します。これは、ロータリアンとしての自己

研鑽に繋がり、将来リーダーとなるバイブルで

す。広島中央ロータリークラブは、昨年度か

ら、例会で、これと「四つのテスト」を唱和し

ております。

3)「職業奉仕」の行動指針である「四つのテス

ト」を職業生活のみならずロータリアン自身の

日常生活全てに言行。また、青少年にも「四つ

のテスト」の実践を促す。「四つのテスト」は

ロータリーの基本理念の一つであることを留意

してください。

4)「ロータリー戦略計画」の理解に努め、クラブに

戦略計画委員会を設置し、クラブ独自の戦略計画を

立ち上げ、クラブレベルで実践しよう。特に、重点

分野の奉仕活動に取り組もう。

重要なことは、ロータリーの戦略計画のDNAは、親

睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシツプの5つ

の中核的価値観から構成されていることです。

現在、地区クラブの6割が戦略計画委員会を設置し

ていますが、まだ設置されていないクラブは是非戦

略計画委員会を立ち上げて、グローバル補助金を利

用して効果的なプロジェクトに取り組んで頂きたい

と思います。

5) 会員維持・会員増強について、クラブでの戦略

目標を作り、クラブ及びローリアンひとり一人が真

摯に取り組む。

毎年会員増強の目標を立て、それを達成して、クラ

ブと地域社会に貢献している実感できる元気なクラ

ブづくりが、会員維持・会員増強の原動力です。

また、入会候補者向けの説明会、例会への招待、懇

親会等を開き、ロータリー会員になるメリットを紹

介してください。他方、会員維持には、新会員向け

の研修セミナーや炉端会議等を開き、ロータリーへ

の理解を深めてもらいましょう。広島中央ロータリ

ーでは、戦略計画委員会による新会員への研修セミ

ナーを年3?4回開いています。

尚、RI会長は、退職者と若い人の入会を推奨してい

ます。純増2名/クラブをお願いします。

ここで、会員維持に関連して、有名な英国紳士のエ

ドワード・グレイ（第一次世界大戦時に外務大臣）

が提唱した「幸福であるための4つの条件」を紹介

します。即ち、彼は、第一は、自分の生活の基盤と

する思想、第2は、良い家庭と友達、第3は、意義の

ある仕事、そして、第4は閑を持つことを挙げまし

た。ロータリアンの皆様には、自分の生活基盤とな

る思想である「ロータリーの理念」を持ち、良い家

庭と友達を持ち、意義のある仕事をお互いに持ち、

そして、クラブ同好会で会員相互が楽しく自己研鑽

するための閑を持ち、グレの掲げた4つの幸福の条

件を満たしておられると拝察します。是非クラブ同

好会を会員維持に利用して頂きたいと存じます。

6) 重点分野の 1 つ「疾病予防と治療」に相当する

「がん予防の普及推進」を、職業奉仕「ロータリア

ンは如何に生きるかという生活姿勢」として把握

し、ロータリアン自身のみならず、家庭、 職場、

学校、地域社会で実践する。

*がん一次予防(禁煙啓発運動・食生活改善)の

普及推進

*がん二次予防によるがん早期発見(検診受診率

の向上)と早期治療



*自分の職業スキルを生かして、青少年に対

するがん教育の推進

*ガバナー補佐は、「地区がん予防推進委員

会」との連携のコーディネーターとして活

躍する。

先般のガバナーエレクトを囲む会において、地

区73クラブの8割ががん予防に取り組むこと、全

てのIMががん予防に関連したテーマであること

を知り、大変心強く感じました。今後、この戦

略計画がクラブ、職場、学校で実践され、更

に、3年間継続することを強く要望します。

ここで、ロータリーとがん予防には、｢共存共

栄｣という共通の理念があることを紹介します。

＊「ロータリーとかけて、共存共栄と解くーそ

の心は、利己と利他の調和」

（2008-09年度ガバナー 諏訪昭登）

＊「がんとかけて、共存共栄と解くーその心

は、長い自然史と予防の調和」

（2016-17年度ガバナー 田原榮一）

がんが臨床的に発見されるまでに、10-20年の

長い自然史があり、それには、青少年時代の生

活習慣が関与し、生活改善によりがんを予防で

きること（一次予防）、 がんを早期に発見すれ

ば、がんは完治できること（二次予防）、がん

の治療により、がんと共存して生活できること

（三次予防）です。

尚、田原年度のガバナー月信には、｢がん予防｣

の欄を設けましたので、是非ご高覧ください。

7) ロータリーの公共イメージと認知度の向上に

取り組もう。

その目的は、ロータリーのブランドイメージを

向上させ、ロータリーの中核的価値観と人道的

・職業的奉仕というロータリーの強みを、地元

レベルと国際レベルで周知を図ることです。ロ

ータリーのブランドである「ロータリーとは何

か」、「ロータリーは何をする団体か」、「な

ぜロータリーは大切か」をロータリアン自身が

充分理解して、公共イメージの向上に取り組ん

で頂きたいと思います。

もう一つお願いしたいことは、ロータリー財団

100周年をお互いに共有して、ポリオ撲滅運動や

財団100周年記念事業の遂行です。例えば、IM、

RYLA、ローターアクト・インターアクト大会、

地区補助金事業、クラブ創立記念事業、ゴルフ

や野球大会を含む親睦会等に「ロータリー財団

100周年記念事業・ポリオ撲滅まであと少し」と

いう冠を付けて下さいますようお願いします。

8) 平和推進地区である第 2710 地区から、「ヒ

ロシマの平和」の理念を発信する共に、久遠の

平和 に貢献する「ロータリー平和フェロー」

への応募です。

戦後71年を過ぎた今日、「ヒロシマの平和」の

理念：｢戦争のない平和、核兵器のない平和｣が

風化傾向にあります。「ヒロシマの平和」の理

念はロータリーと同じであり、ロータリーを通

じて、その理念を世界に発信し、同時に次世代

に伝道していく必要があります。それには、先

ず、原爆資料館を訪問して頂きたいと存じま

す。事実、今年5月27日、オバマ米国大統領が、

歴史的な広島訪問を行い、「核なき世界」を将

来追求していく必要性を訴えました。それは、

ジョン・ジャームRI会長のテーマの理念に通じ

るものであり、我々は、田中作次元RI会長のテ

ーマ「ロータリーを通じて平和」を忘れてはな

りません。

次に、5月15日の地区研修・協議会において、

2016年度規定審議会の主な決定事項を報告しま

したが、今後の各クラブの対応については、諏

訪昭登地区代表議員による報告(ガバナー月信

2016年6月号)或いは、既に各クラブに配布されて

いる資料に記載されている如く、慎重な対応が

望まれ、来年1、2月頃発行される日本語訳手続

要覧を見て始動することが肝要かと存じます。

後に、ロータリー112年の歴史的変遷をみま

すと、20世紀に確立された“内なる奉仕-職業奉

仕”から、21世紀では“外なる奉仕-グローバル

化の奉仕”へと変遷していると痛感しておりま

す。しかし、ジョン・ジャームRI会長が「人類

に奉仕するロータリー」いうテーマを掲げ、

「人類への奉仕は、ロータリーの礎であり、社

会貢献への熱意をもつ職業人が集うロータリー

独自の力を生かせば、大きな目標を達成でき

る」と強調しました。そして、ガバナー信条

「奉仕の中にこそ幸福（幸せ）と平和がある」

の骨格となる職業奉仕の実践強化とがん予防の

推進は「健全な精神は健全な身体に宿る」の理

念と本質的に同じであります。

ロータリアンの皆様方々には、RI会長テーマと

ガバナー信条を充分に理解・咀嚼され、且つ、

ロータリー財団100周年という記念する年度をお

互いに共有し、クラブの目標に邁進され、見事

に達成されんことを切願します。



田原榮一ガバナー公式訪問

「フォーラム」

広島安佐ロータリークラブは2016年12月15日、リ

ーガロイヤルホテル広島にて、田原榮一ガバナー、

静川周ガバナー補佐、大久保雅道随行幹事、澤田英

治ガバナー補佐幹事をお迎えして、「フォーラム」

を行いました。

岡本会長のあいさつの後、静川補佐の司会で議事

が進められました。

田原年度は事前に討論議題がガバナーから4つ示

されており、それを安佐クラブの担当理事が活動報

告を行い、それに対して田原ガバナーが質問、講評

を加える形で行われました。

職業奉仕は谷理事、財団100周年は道垣内理事、

がん予防推進は担当する石丸幹事、クラブ活性化は

会員増強担当の奥芝理事が説明をおこないました。

ロータリー財団の修道院、療育園へのおむつ、絵

本、自転車等の支援、それにNPOひゅーるぽんとの

ジョイント企画に高い評価を頂きました。

がん撲滅について、石丸幹事がこれを担当するに

あたって自ら禁煙三カ月になると述べたことに対し

て、ガバナーの体験として45年前の禁煙に触れ、禁

煙に当たって3年間は苦しいだが禁煙は他者の立場

に立つことだ、述べられました。又、アドバイスと

して安佐の会員全員を対象に健康調査の実施、そし

て一年後に再調査を行い、生活習慣の改善を見て欲

しいと述べられました。

安佐は全て素晴らしいが会員にドクターがおられ

ないのはまずい。是非、ドクターを入れてくださ

い。そういう方がおられると会員の健康管理ができ

るようになります、とも示唆されました。

会員増強に関しては是非安佐クラブ内にに同好会

を作って欲しい。中央にはワイン、ゴルフ、料理、

カラオケ、絵画など多様なクラブがある。趣味を通

じて会うようになると気心が知れ仲良くなり、さら

に新しい会員を増やすきっかけになるのでそういう

サークルを作ってください、と。

30名目標は低い、もっと高い目標を掲げて取り組

んでほしい。特に女性、佐藤先生、今年度女性三名

を入れてください。

議事の 後のこれも田原ガバナーのたっての要望

で三年未満会員のロータリークラブの感想などを聞

かれました。田久保、山本、桂各会員は「当初入会

はまだ早いので、ゲストとして出席した際、入会は

断わろうと思ったが、多様な方々がおられることや

クラブの雰囲気が良いため入会した」「私の所属す

る理美容組合は特別支援学校などに行ってカット、

化粧の仕方などの奉仕活動を行っている、それとロ

ータリーの奉仕精神が一致する」「仕事上繁忙期に

は例会に出れないことがあるが、できるだけ例会出

席を心掛けている」それぞれ感想を述べました。

後に田原ガバナーに講評を頂きました。

「安佐クラブの活動は他クラブの良いモデルで

す。私の方が勉強させていただきました。まさに素

晴らしい、エクセレントです。2年後の20周年を迎

えられるそうですがその節目に向けて、クラブの原

点に返って見直し作業、棚卸をしてください。それ

で捨てるもの付け加えるものを検討して、さらに次

の２０年を目指してください。本日はありがとうご

ざいました」。

閉会に当たって、奥芝理事が謝辞を述べ、「フォ

ーラム」を閉会しました。



2016年12月15日(木）第825回

3階「瀬戸の間」

会長時間

本日は国際ロータリークラブ第2710地区グループ6

ガバナー田原榮一様、ガバナー補佐静川 周様、ガ

バナー随行幹事大久保 雅通様、ガバナー補佐幹事

澤田 英治様をお迎えしての例会となっておりま

す。例会終了後「クラブフォーラム」が行われます

ので会員の皆様宜しくお願い致します。

特に田原ガバナーには卓話もお願いしております。

ご教示の程宜しくお願い致します。

さて、今月は御案内の様に特別月間として「疾病

予防と治療月間」となっております。

2014年10月RI理事会は、6つの重点分野の一つであ

る「疾病予防と治療月間」を12月に定め①地域社会

の医療従事者の能力向上②伝染病の伝播を食い止

め、非伝染病とそれによる合併症を減らすための、

疾病予防プログラム③地域社会の医療インフラの改

善,疾病の蔓延を防止することを目的とした、地域

住民への教育と地域動員④疾病またはケガによって

引き起こされる身体障害の予防⑤疾病予防と治療に

関連した仕事に従事することを目指す専門職業人の

ための奨学金支援を強調する。という月間としまし

た。

6つの重点分野（グローバル補助金を含めたリソー

スを提供）

Ⅰ平和と紛争予防／紛争解決（2月）・Ⅱ 疾病予

防と治療（12月）・Ⅲ 水と衛生（3月）

Ⅳ 母子の健康（4月）・Ⅴ 基本的教育と識字率

向上（9月）・

Ⅵ 経済と地域社会の発展（10月）

特に、本年度は、

①ポリオ撲滅に関する包括的コミュニケーション活

動を推進する。

ロータリー財団が“ポリオ・プラス計画”として運

動をスタートさせたのが、ロータリー創立80周年の

1985年です。2007年には、ビル＆メリンダ ゲイツ

財団が2億5,500万ドルを寄附。これに対応しロータ

リーチャレンジグラント（2億ドル目標計画）を

2012年まで実施し達成しています。私共も財団100

周年に向けポリオ基金を多方面の関心を高め寄附へ

と繋げて参りたいと考えております。

②3年間の地区戦略計画「がん予防普及推進」の

実践

・がん予防推進委員会と連携し、がん一次・二

次予防をロータリアンのみならず様々な機会

で実践していきます。

１．がん予防推進卓話

10月6日例会日に国際ロータリー第2710

地区がん予防推進委員長藤村様より

卓話を頂く。

２．がん予防講演会

国際ロータリー第2710地区がん予防

推進委員長藤村様に依頼済み

場所：崇徳学園内

予定日：2017年2月15日

時間：8：50～9：40の50分

対象：高校1年生

③本年度立ち上げたHPにて、積極的な

コミュニケーション活動を実践中。

本日のプログラム

「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー第2710地区
ガバナー 田原 榮一 様



☆ ニコニコ箱

￥11,000 累計￥312,000
☆ 田原 榮一 様 ￥10,000

（国際ロータリー第2710地区ガバナー）

☆ 三宅 恭次 様

第2710地区田原榮一ガバナー、公式訪問ありが

とうございます。ご指導宜しくお願いします。

かつて在籍させて頂いたクラブからのガバナー

輩出、私としても大変嬉しく思います。

幹事報告

１.BOX配布物

・「クラブフォーラム」の冊子を配布。

・広島北RC・広島陵北RCとの合同夜間例会の

ご案内を配布。

1月25日（水）18：30～ ※1/26（木）変更

（リーガロイヤルホテル広島）

・都道府県対抗男子駅伝大会のご案内を配

布。ご出欠は回覧にてお願い致します。

・来週開催しますクリスマス家族会のバスの

ご案内を配布。

・12月分理事会議事録を配布。

・安佐北区女性剣士剣道大会決算報告配布。

・11月分個人別出席一覧表を配布。

２.例会変更

・広島安芸RC 「新年互礼会」

1月10日(火)18：30～(グランヴィア広島)

・広島廿日市RC 「新年夜間例会」

1月11日（水）18：30～ ※1月16日（月）

(石亭)

３.休会のお知らせ

・12月28日（水） 広島東RC・広島陵北RC

・12月29日（木） 広島北RC・広島西RC

・12月30日（金） 広島南RC・広島城南RC

・1月4日（水） 広島東RC・広島陵北RC

・1月5日（木） 広島北RC・広島西RC

４.お知らせ

・次週の当クラブの例会は、「夜間例会並び

に家族会」となっております。お間違えの

ないようにお願い致します。

「クリスマス家族会」

12月22日(木) 第826回



「クリスマス家族会」



2016年12月22日(木）第826回

グランドプリンスホテル広島

会長時間

皆様、先週のRI2710地区ガバナー田原榮一様

を迎えてのフォーラム大変お疲れ様でした。

本年度は特に4つの重点項目を担当して頂き

ました谷様、奥芝様、道垣内様、石丸様大変

お疲れ様でした。

お陰をもちまして、EXCELLENTの評価を連発

頂きましたこと誠に喜びに堪えません。

ありがとうございました。またご出席頂きま

した会員の皆様大変有難うございました。

早いもので、12月も三週目を迎え、余す所僅

かとなりましたが、ガバナー公式訪問が12月

ですと、何故か一年のお勤めが終わった様な

錯覚に陥ります。

さて、今年はオバマ大統領の現職大統領史上

初の被爆地訪問、我らの広島カープが25年振

りのリーグ優勝、日本ハムに日本一を譲った

後、広島の誇れる英雄、黒田投手の引退セレ

モニーと“広島が躍動”した年でした。そし

て、今月の流行語大賞に「神ってる」が選ば

れそのうねりは 高潮となりました。

一方で、想定外の出来事、米国大統領選挙で

まさかの共和党トランプ候補が次期大統領に

選出された。

経済環境は、過敏に反応し｢株高､ドル､金利

高｣と選挙前とは真逆の情勢になっています｡

年明けると市場経済は恐らく新秩序を求め

て､暫く混乱するのではないでしょうか？

市場経済はさておき、本日は｢広島安佐ロ

ータリークラブ｣のクリスマス家族例会です｡

お世話頂きました、大下親睦委員長を始め、

親睦委員の皆様、この会場をご手配頂きまし

た清家会員には、大変感謝申し上げます。今

年も、皆様が楽しめる企画をしているようで

す。大いに期待しております。

また、当プリンスホテルでは、事務局員の占

部智子が先月26日に晴れて挙式をされたホテ

ルです。

何故か本日はその縁も感じているところで

す。

挨拶も長くなりましたら顰蹙を買いそうで

す。それでは締めくらさせて頂きます。

本日の気分は・・・・・・“ 高です”

ありがとうございました。


