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広島安佐ロータリークラブ

2017年9月7日(木）第857回

3階｢安芸の間」

会長時間

「平成２６年８月広島豪雨災害

被災地の復興まちづくり」

広島市都市整備局都市整備調整課

復興まちづくり

担当課長 木村 良一 様

主任技師 世良 浩 様

広島市では、平成26年8月20日の豪雨災害で被

災した地域の早期復興と将来を見定めた安全・安

心なまちづくりの実現に向けた実施方針を示す

「復興まちづくりビジョン」を平成27年3月に策

定し、現在、このビジョンに基づき、国及び県と

連携しながら、防災・減災のための施設整備を推

進するとともに、地域の復興まちづくり活動への

支援等を関係部局と一体となって取り組んでいる

ところです。

「復興まちづくりビジョン」では、災害発生か

ら5年間を「集中復興期間」として防災・減災の

ための避難路や排水施設等の骨格的な基盤施設の

緊急整備や被災住宅の支援に取り組み、その後の

5年間を「継続復興期間」として施設整備等を継

続することとしています。

主な施設整備の取組状況は、国が行う砂防堰堤

工事では、平成29年5月に、特に著しい被害が生

じた24渓流における緊急事業が完了し、引き続

き、安全性を確保するための砂防施設の整備を着

実に進められています。

本市では、広域避難路となる都市計画道路や豪

雨時の水を処理する雨水渠の整備を行うこととし

ており、本年度から、工事を本格的に行います。

復興事業が着実に進む中、被災地では、住民の

方々が災害という逆境を乗り越え、地域を再生す

るための取組が進められています。本市では、被

災地の町内会等からの要請に応じて、コンサルタ

お客さまようこそ、ごゆっくりお過ごし下さ

い。

本日は8・20土砂災害の復興について卓話をお

願いいたしまた。

私も重機とダンプ、水中ポンプ等を手配して11

日間で約300名の仲間と現地に入りました。テレ

ビの画面で見る以上の光景でした。国、県、市が

一体となって復旧工事が始まりましたが、地元の

皆さんの色々なご意見を耳にしていますが、まさ

にこれからが正念場です。広島市の今後の取り組

みについて、改めてお聞かせ頂きたいと思いま

す。

また、この一週間、ミサイルと核実験のニュー

スが取りざたされ、緊張と不安を抱かれた方々が

居られたと思います。今後の動きが気になるのは

私だけではないと思います。またそれとは別に、

眞子様と小室さんの婚約内定が決まり、安心・安

全で平和な日本を感じたのも私だけではないと思

います。いずれにいたしましても、無意味な戦い

は避けてほしいと思います。日本人として本気で

考え、また構えておく必要があるように考えま

す。

ロータリークラブとは関係の無いような会長時

間になりましたが以上で終わります。



本日のプログラム

9月7日(木) 第 857 回

幹事報告

「平成２６年８月広島豪雨災害

被災地の復興まちづくり」

広島市都市整備局都市整備調整課

復興まちづくり

担当課長 木村 良一 様

主任技師 世良 浩 様

ニコニコ箱

☆八條 範彦会員

木村課長、本日は卓話をよろしくお願い致しま

す。

☆佐藤 恭子会員

卓話をして下さいます、木村良一様･世良浩

様、｢8.20 復興まちづくり｣のお話、よろしく

お願い致します。

皆様のお手元にピアノコスモスコンサートのチ

ラシがあります。御家族、友人の方々に、ロー

タリーですと言っていただければ無料入場可で

す。9月10日3時、ゲバントホールです。

☆浮田 収会員

ご無沙汰です。カープ連夜の逆転劇！最短で12

日、五連戦が楽しみです。9月10日リージャ

ス、9月11日千代田、よろしく願います。

会員記念日（9月）
☆誕生日おめでとうございます。

・道垣内 文夫会員(S38.8.29)

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・三宅 恭次会員(三宅 文枝様：27日)

☆結婚記念日おめでとうございます。

・長神 憲一会員(S51.9.5)

結婚記念日を忘れていました。ニコニコで知

りました。大変!!大変!!でも、41年は早いで

すね。あっと言う間でした。これからも仲良

く行けますように…

☆創業日おめでとうございます。

・松岡 與吉会員(株式会社兼正冷熱工業：

S51.9.1)

ありがとうございます。なんとかやっていま

す。

☆入会月おめでとうございます。

・道垣内 文夫会員(H23.8.4)

・岡本 忠文会員(H23.9.1)

￥33,000 累計￥132,000

１.BOX配布物

・ガバナー月信・ロータリーの友を配布しており

ます。ご一読下さい。

・次週9月14日の職場訪問例会について、造幣局

への交通手段の一覧を配布しております。乗り

合せで行く方は、リーガロイヤルホテル1階を

12:30に出発致しますので、遅れのないようお

願い致します。

２.例会変更

・広島東南RC･広島中央RC･広島城南RC ｢3RC合同

例会･懇親会｣

と き：9月29日(金)18:30～※9月25日の変更

ところ：メルパルク広島6階｢平成の間｣

３.休会のお知らせ

・9月19日(火) 広島RC･広島安芸RC

・9月21日(木) 広島北RC

・9月22日(金) 広島城南RC

４.お知らせ

・先日郵送いたしました9月のプログラム表に変

更がございます。21日の例会場が｢宮島の間｣に

変更となりました。ご注意ください。

ント派遣等を行うとともに、市職員もワークショ

ップに参画して運営をサポートするなど、地域が

主体となって取り組むまちづくりプランの作成を

支援しています。

豪雨災害で被災した地域の皆様が、一日でも早く

安心して暮らせるようにするため、引き続き国や

県と連携するとともに、地域の皆様と十分に対話

を重ねながら、災害に強く、安全・安心に暮らせ

るまちの実現に向け、しっかりと取り組みます。



2017年9月14日(木）第858回

職場訪問例会

｢独立行政法人 造幣局」

2017年9月21日(木）第859回

3階｢宮島の間」

会長時間

お客様ようこそ、ごゆっくりお過ごし下さい。

本日の卓話は、ＪＡ広島総合病院 膵・胆道内

科主任部長 藤本佳史先生です。よろしくお願い

いたします。

先週は造幣局に職場訪問例会として伺いました

が、さすがに国直営の工場だと感心しました。ま

た硬貨の製造において広島支局が中心になってい

ることを初めて知ったのは私だけでしょうか？い

ずれにしましても、広島にとってありがたいこと

だと思います。また、毎日世界を揺るがすような

ニュースが取りざたされ、国内においても政治に

不安を抱くようなニュースが流されています。安

定した日本にしていただきたいと皆さんが願って

いるようです。

そうした中、18日にカープが優勝致しました。

追われる立場で各球団がカープと選手の調査研究

をして戦いを挑んでくる中、又、故障者が出ても

それを補う事の出来る選手の層の厚さ、選手の育

成、見事に2連覇したことは素晴らしいと思うの

は私だけではないと思います。

安佐RCも組織に見合う充実した活動が出来れば

と思い期待します。皆さん方の行動力をお願いい

たしまして会長時間といたします。



「すい臓とその病気について」

JA広島総合病院 膵･胆道内科

主任部長 藤本 佳史 様

国際ロータリー第2710地区は昨年の田原年度に

続いて今年度も重点運営方針のひとつとして「が

ん予防の普及推進」を掲げています。各クラブで

専門家を招いての卓話、ワークショップを推奨し

ており、今回、藤本先生をお招きして、がんの中

でも早期発見が難しく、5年生存率も依然として

低い「すい臓がん」を中心に分かりやすく話して

頂きました。

すい臓はどこにある？

内臓の真ん中、胃の後ろ。役割は外分泌作用で

消化酵素。インシュリンを作っている。糖尿病の

人にすい臓がんが多い。すい臓の機能が低下する

と下痢、軟便、黄疸、体重減の症状が出る。すい

臓が悪くなると背中やお腹が痛いという症状がで

るが、これは神経が周りに多い為。

すい炎

急性すい炎はアルコール性が多い為、男性が罹

りやすい。ピークは50代。女性は胆石からが多

く、ピークは60代から70代。発症頻度は男性が女

性の倍。すい炎を繰り返し慢性化するとすい臓が

硬化する→すい臓がん

アルコールの多飲を控えた方が良いがその基準

はビール大瓶3本、日本酒なら3合。さらに喫煙、

油っぽいものを食べる、運動不足の人が罹りやす

い。

すい臓がんで亡くなった著名人は青江三奈、安

倍晋太郎、かまやつひろし、スティーブ・ジョブ

ズ、千代の富士…、発症して死亡までの期間が短

い。

すい臓がんは5大がんに入らない。検診で中々

見つからない。

症状的には腹痛、黄疸、体重減、まったく自覚

症状がない人も…、すい臓がんの4割は転移す

る。

ステージ0～1の段階で見つかればいいが、すい

臓がんは早期発見が難しい。ステージ3～4の場合

が多い。

PETSではすい臓がんは見つからない。早期発見

のためにはエコー検診。それから現在ではJA広島

総合病院だけのすい臓がん検診(MRすい臓検診)を

おすすめします。



本日のプログラム

幹事報告

9月21日(木) 第 859 回

１.BOX配布物

・造幣局への職場訪問例会にご出席された方へ資

料一式を配布しております。

・8月分の個人別出席一覧表を配布しておりま

す。ご確認ください。

・9月定例理事役員会の議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

２.例会変更

・広島南RC 職場訪問例会

と き：9月29日(金)12:00～ ※同日変更

ところ：広島ガス(株)ショールームガストピア

センター

３.回覧

・北上和賀RCへの訪問の参加につきまして、回覧

を回しておりますのでご確認をお願い致しま

す。11月7日(火)～9日(木）の2泊3日、交通費

と宿泊費の半分(約4万円)を個人負担とする予

定です。

ニコニコ箱

☆八條 範彦会員

今年もカープがやりました。

本日は藤本先生、よろしくお願い致します。

☆三宅 恭次会員

藤本先生、｢がん｣の話、特にすい臓の話を興味

深く聞かせて下さい。

カープ優勝、共に祝いましょう。

☆佐藤 恭子会員

お客様ようこそいらっしゃいました。卓話をし

て下さいます藤本先生、お話を楽しみにしてお

ります。

9月10日ゲバントホールで開催致しましたピア

ノコスモスコンサート、広島安佐RCの皆様の御

協力のお陰で大好評でした。

☆谷 勝美会員

去る9月10日当クラブ第11回ゴルフ親睦会初

日、同伴競技者並びにハンディキャップに恵ま

れ、はからずも優勝させていただきました。あ

りがとうございました。

会員記念日（9月）
☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・森本 真治会員(森本 和恵様：7月20日)

・大北 茂人会員(大北 妙子様：9月12日)

☆創業日おめでとうございます。

・大北 茂人会員(株式会社 チョーミ：

S22.9.22)

明日で創業70年目になります。よく生き残っ

ているものだと思っています。

￥19,000 累計￥151,000

「すい臓とその病気について」

JA広島総合病院 膵･胆道内科

主任部長 藤本 佳史 様



2017年9月28日(木）第860回

3階｢安芸の間」

会長時間

「日本の教育･世界の教育･

これからの教育」

広島市教育委員会 指導第一課

課長 松浦 宰雄 様

お客様ようこそ、ごゆっくりお過ごし下さ

い。

さて、衆議院選挙が始まりますが、我がクラ

ブには非常に関わりの深い会員が在籍しており

ます。皆さん方も仕事柄何かと応援に駆け付け

なければ、ならないことがあろうかと思います

が、それぞれの思いが届くことのできる結果を

期待したいと思います。

また本日の卓話を、教育委員会学校教育部指

導第一課 松浦課長にお願いしております。

今月が識字率向上月間と言うことで、教育に

関わるものと私が勝手に判断しましてお願いを

致しました。

日本の教育が、また、広島の教育がどの位の

レベルなのか、また、読み書きが不自由な子供

たちが住む地域との違いがどこにあるのか、世

界の子供たちが、せめて読み書きが当たり前に

出来るようになるべきと思います。

ロータリアンとして出来るだけの協力をして

いくべきと考えていますので、皆さん方のご意

見とご協力をお願いいたしまして会長時間とさ

せていただきます。

今の子どもたちやこれから誕生する子どもた

ちが、成人して社会で活躍する未来は、変化の

激しい予測困難な社会が待っていると言われて

います。そのような変化の激しい社会の中で

は、知識量が単に多いだけでは生きていくこと

はできません。

このような変化の激しい社会で生きていくた

めの力をつけるには、何ができるようになるの

か、何を学ぶか、どのように学ぶかが重要で

す。日本ではその様な学びの実現を目指して、

学校教育では授業改善を行っています。

一方、世界の教育に目を向けてみると、未だ

に識字率が低い地域が多くあります。この識字

率の低い地域は、生活が貧しい地域と重なりま

す。教育を受けていないために、安定した職に

就けず必然的に収入が少なくなり、子どもに教

育を受けさせることができないという、負の連

鎖がそこにあるからです。連鎖を断ち切るため

には、連鎖の始まりである子どもたちに教育を

受けさせることが大切です。

日本は、途上国の教育向上のために官民とも

にいろいろな援助をしています。日本が安定し

て産業を行ったり、質の高い生活を維持したり

していくためには、途上国の安定と発展はとて

も大切なのです。

経済学者のヘックマンは、これからの変化の

激しい社会に通用する人材を育てるためには、

効率のよい教育投資が必要であると述べていま

す。効率のよい教育投資とは何か。それは、幼

児教育を充実させることです。

子どもは親子関係を筆頭に信頼できる大人と

のやり取りの中で育ちます。ごく自然に何気な

く応じる中で、人の生涯にわたる心身の健康や

幸福の鍵となるものが育ってくるということを

自覚する必要があります。



本日のプログラム

幹事報告

9月28日(木) 第 860 回

ニコニコ箱

１.BOX配布物

・次週例会終了後に開催されます｢クラブ協議会｣

のお願い文書を配布しております。

・広島陵北RC様よりゴルフコンペのご案内がござ

いましたので、配布しております。記載のある

FAX番号へ各自ご返信をお願い致します。

２.お知らせ

・ご案内の通り、次週の例会終了後はクラブ協議

会がございますので｢事業計画書｣｢手続要覧｣を

ご持参いただきますようお願い申し上げます。

なお、急遽ご欠席になられる方がおられました

ら、必ず幹事までご連絡下さいますようお願い

致します。

会場につきまして、例会が3階｢瀬戸の間｣、ク

ラブ協議会が3階｢安芸の間｣に変更となりまし

たので、お間違えのないようお願い致します。

☆八條 範彦会員

松浦課長、よろしくお願い致します。

￥1,000 累計￥152,000

崇徳学園ＩＡＣ募金

９月分
石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 5,000円

総合計 16,000円

「日本の教育･世界の教育･

これからの教育」

広島市教育委員会 指導第一課

課長 松浦 宰雄 様



生年月日

愛犬と戯れること。

氏 名 中村 富子 1963年4月16日

主人が1年間お世話になっていたので知っていました。

広島県竹原市生まれ。3人兄弟の末っ子として甘やかされて育つ。

18歳で広島市へ。日本デザイナー学院広島校卒業後、地元広告代理店(2社)

のグラフィックデザイナーとして15年間勤務。

1999年に(有)ペンギングラフィックスに参加。

クリエイティブディレクター、 広告制作会社 代表

入会前にロータリークラブ

のことを知っていましたか

生い立ち

趣 味

職業・役職

他のクラブを知りませんが、個人的には広島でいちばんアット

ホームなクラブだと思っています。

岡本さんに誘われて。主人が続けられなくなったため交代要員として。入会の動機・きっかけ

入会を知った家族の反応 よろしく頼む！！

家族会にお邪魔していたので、すぐに馴染めました。

ロータリー活動への提言

ロータリークラブで積極的

に取り組みたい活動

自分の中でのロータリー

の位置づけ

現在の安佐クラブの印象

入会当初の安佐クラブの印象

例会に欠席する人の食事が廃棄されると聞きました。

これはかなりもったいないし、エコロジーではないので、何かいい

対策を考えるべきだと思います。

無駄になる食事の分を寄付に回すとかできないものでしょうか？

私は、以前から盲導犬の寄付を個人的にしています。

できればこう言った活動ももっと大きくしていけたら素敵だな

と思います。でも、まずは、今、与えられた仕事をスムーズに

こなせるように頑張ります！！

新しい出会いがある場所。

～思い出の写真～

私の50歳の誕生日に、主人と会社のスタッフ、親しい
友達がサプライズパーティーを開いてくれました。本
当にサプライズだったので超ビックリしましたが、す
ごく嬉しかったです。
写真はその時にスタッフが私の会社のキャラをモチー
フにしたケーキをスペシャルオーダーしてくれたもの
です。とってもスイートな思い出です。

新会員紹介コーナー


