
THE  ROTARY  CLUB  OF  HIROSHIMA  HATSUKAICHI 1

THE  ROTARY  CLUB  OF  HIROSHIMA  HATSUKAICHI

広島廿日市ロータリークラブ会報

2013年

3月号
No.381

事務局
〒 738-0015  広島県廿日市市本町 5 番 1 号
　　　　　   廿日市市商工保健会館 4F
TEL（0829）31-5490　FAX（0829）31-5491
E-mail ／ office20@h-hrc.com
URL ／ http://www.h-hrc.com/

◆◆◆ 本年度会長方針 ◆◆◆

「和のこころをつなげよう」
例会日／毎週月曜日 12:30 〜 13:30
例会場／広島サンプラザ　TEL（082）278-5000
会　長／中井　克洋　　幹事／佐伯　敬男

会長　中井　克洋
　次年度のことです
ので、本来は今年度
会長というよりも次年
度副幹事としてのお
話ですが、大事な話
ですので、次年度の
地区補助金申請につ
いての現在の動向を

ご報告させていただきます。
　みなさんご承知のように、わがクラブは長年にわた
り、廿日市の御手洗川の清掃と桜の植樹を続けており、
次第にその輪が広がっています。これに対して、毎年、
RC財団から10万円強の地区補助金もいただいてきま
した。
　ところでお手元にお配りした資料は昨年12月に地
区から配布された地区補助金について、どのようなも
のが認められるか、を解説したものです。この資料に
よると、われわれがこれまで続けてきた御手洗川の清
掃活動は、新しい地区補助金の対象とならない可能性
が高いようです。
　まず添付の補助金説明の「水保全、環境保全」の
具体例、不適格例に記載されているように、新補助金
制度は、「将来のリーダーの育成」という点を重視し、
その証として中高生などの子どもたちの直接的な参加
を求めているようです。もし現状の計画のまま申請する
とすれば、地域の子どもの直接的参加という要素があ
りませんので、おそらく補助金はおりないと思います。
　そこでもし申請するとすれば、地元の小学校、中学
校、高校に参加を打診することになるでしょう。しか

し添付の補助金説明の２枚目にあるように、継続的に
同じメンバーでやっていくという活動はできず、絶え
ず、参加者をかえていかなければなりません。つまり
今年はもらえても、来年また同じように子どもたちが
参加しても、もう補助金はもらえないということになり
ます。
　しかしよく考えてみると、われわれの活動の主眼は、
同じ地域コミュニティーとの継続的な連携活動のなか
で、そのコミュニティーにおける理解者や奉仕活動参
加者を増やすという点にあります。そして、このよう
な地域に根ざした継続的な奉仕活動こそがRC活動の
うちで大きな重要性をもち、むしろその点が地域の中
でのRCの存在価値でもあるはずです。しかしこれに
対して、新補助金制度の趣旨はどんどん新しいことを
探していけという点にあり、むしろ、地域との継続的
な連携というRCの存在価値と矛盾しているようです。
　この点は新しい補助金のあり方に対して問題提起が
必要だと思いますが、皆様はどう思われますでしょう
か。

卓　話

新会員自己紹介

宮内　厚典　会員

第 769回 広島サンプラザ  2013年 3月 4日

会長時間
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今川　　勝　会員

　この度、廿日市ロータリークラブに入会させていた
だきました。入会にあたりまして、推薦いただいた青
木会員、中井会長をはじめ役員の方々にお礼申し上げ
ます。
　私は現在、廿日市市地御前３丁目で内科医院を開
業しております。専門は消化器内科ですが、家庭医と
して内科疾患全般を診させていただいております。仁
愛内科医院は約23年前に家内が開業しておりますが、
私が勤務医を長く続けられたのは家内のお蔭と感謝
し、退職後元気な間は一緒に診療することにしました。
医師会活動の一環である休日夜間診療当番医、検診
派遣医、介護保険審査会委員等の関係もあり理事長
を交代しております。
　その他公の仕事として、勤務医時代から継続して広
島県国保連合会でレセプト審査を約25年続けており、
今も常務処理審査委員として月10日間程度国保連合
会で審査業務を行っております。
　簡単に私の履歴を紹介させていただきます。昭和
19年 10月に神石郡神石高原町に生まれました。昭和
45年に広島大学医学部を卒業し、医師として研修や
診療を開始しました。大学卒業後、当時は胃カメラや
大腸内視鏡検査が開始された時期でこの先端の医療
技術に興味を持ち、消化器病内科専門医を目指し広島
大学医学部第１内科に入局しました。約８年間大学医
局を中心とした研修後、昭和53年７月に県立広島病
院に採用されました。以来 32年間在職し、平成22年
３月、65歳で定年退職しました。
　県病院の32年間を約10年単位で３期に分けると、
第１期は大学で取得した技術を駆使し診療に当たった
時期、第２期の約10年は診療の傍ら主任部長として

の業務に当たった時期、第３期は副院長として病院機
能の改善に取り組んだ時期になります。初回と更新の
２回の病院機能評価受審、看護専門学校長や安芸津
病院長兼任、臨床研修の指導、医療安全推進、緩和
ケア病棟設立準備、地域医療連携推進、院外処方推
進等多彩な業務を担当した時期でした。
　勤務医を大渦なく終了し、今後は小さな内科医院で
少しでも地域医療に貢献できればと思い診療を継続し
ております。高齢を迎えてからの入会で、何かとご迷
惑をお掛けすると思いますが、よろしくご支援ご指導
お願い申し上げます。

幹事報告

①理事会
例会終了後、3階「末広の間」にお
きまして理事会を開催します。本年
度の理事役員の方はご参集くださ
い。

②インターシティ・ミーティング
3月9日（土）15：00～　ホテルグランヴィア広島にて、
グループ６・７合同インターシティ・ミーティングが開
催されます。ご出席の方に、プログラム等をボックス
に配布しておりますので、お願いします。

③ RCC 地区大会
3月10日（日）10時15分～　防府駅前　「松月」に
てＲＣＣ地区大会が開催されます。ご出席される方に
プログラム等をボックスに配布しておりますので、よろ
しくお願いします。

誕生日祝

　松浦　光男会員	 昭和 21年 3月11日	 67 歳	
　久保田幸恵会員	 昭和 23年 3月		6日	 65 歳	
　青木　秀行会員	 昭和 25年 3月22日	 63歳	
　中井　克洋会員	 昭和 37年 3月21日	 51歳　
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スマイルボックス

中井　克洋	 森井　紀夫	 藤岡　哲也
青木　秀行	 有田　晴好	 上杉　昌幸

第 770回 広島サンプラザ  2013年 3月 11日

卓　話

夢の治療を求めて
日本赤十字社中四国ブロック

 血液センター所長　　
土肥　博雄 様

　人類はこれまで数えき
れないほどの治療薬を
開発してきた。19 世紀
から始まった治療薬の開
発の中で現在でも使われ、

なおかつ有効であると考えら
れているのは、マラリアに対する『キニーネ』、心不全
に対する『ジギタリス』、疼痛に対する『モルヒネ』の
３つに過ぎない。
　19世紀から20世紀にかけてはまさに洪水のように
新しい知見、ともに診断、治療が始まった。1895 年
レントゲンによるX線の発見、マリー・キュリーによ
るラジウムの発見など枚挙にいとまがない。その中で
ランドシュタイナーによる血液型の発見は人類に対す
る貢献度は一番である。彼は同僚からの血液を血球
成分と血清に分離し、これらを混ぜることで凝集を起
こす場合と凝集を起こさない場合があることを発見し
た。この業績は1900年に発表されたが、注目されなかっ
た。しかし第一次世界大戦で輸血が必要になり、ラ
ンドシュタイナーの法則通りに輸血すれば安全に輸血

できることがわかり、急速に普及した。その結果1930
年にノーベル賞となったのである。
　20世紀にはペニシリンの発見、シドニー・ファーバー
による初めての抗がん剤であるメトトレキセートの開
発、DNA二重らせん構造の発見と続いた。
　20世紀末から21世紀にかけては、さらに革命的な
治療が進んだ。ドナル・トーマスは骨髄移植の研究と
普及で臨床家として初めてのノーベル賞を受賞した。
1999 年位は不治の病であった慢性骨髄性白血病に対
してBcr-Abl 癒合遺伝子でチロジンカイネース阻害剤
であるグリベックが開発され、まさに夢の治療が始まっ
たのである。さらに悪性リンパ腫に対するリツキサン
を始めとするキメラ抗体による抗がん剤が次々と生み
出されている。最先端では iPS細胞の発見があり、こ
れからは「良薬口に甘し」と言う時代の到来も待たれ
る。
　しかし生命システムはいまだに未知の部分が多く、
不確実性の存在は忘れてはならないものである。ゲノ
ム科学、遺伝子治療、生殖発生生物学、そして高次
脳科学が進む中で、ますますコミュニケーション能力
が問われている。

幹事報告

①会員合同研修セミナー
３月17日（日）13：00～　国際
会議場におきまして、グループ６・
７・８会員合同研修セミナーが開
催されます。出席者へプログラ
ム等をボックス配布しております。
名刺を必ずご持参ください。
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②次回例会
次週 3月18日（月）は休会です。次回の例会は、3
月25日（月）18：30～「サンジェルマン」におきまし
て、新会員歓迎夜間例会です。参加者におって地図
をお送りします。

結婚祝

　有田　伸治会員	 記念日　3月28日
　有田　晴好会員	 記念日　3月12日
　中井　克洋会員	 記念日　3月21日
　青木　秀行会員	 記念日　3月22日
　沖西　誠想会員	 記念日　3月	1日

　上杉　昌幸会員	 記念日　3月21日
　近藤　英昭会員	 記念日　3月28日
　高尾　昌二会員	 記念日　3月2日
　澤井　　誠会員	 記念日　3月16日
　二村　一弘会員	 記念日　3月14日　

スマイルボックス

川﨑　　尚	 松本　　猛	 梶田　　滋
渡邊　英晶	 久保田幸恵	 近藤　英昭
松浦　光男	 大藤　良治	 平塩　清種
永井　勝康	 太田　泰宏	 青木　秀行
澤井　　誠	 太田　泰宏

第 771回 サンジェルマン  2013年 3月 25日

　　新入会員歓迎夜間例会
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幹事報告

①次回の例会について
次週 4月1日（月）の例会はありません。休会です。
次回は、4月8日（月）12：30～　サンプラザにおき
まして通常例会です。
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インターシティ・ミーティング
ホテルグランヴィア広島   2013年 3月 9日

活動報告
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R.C.C. 地区大会
防府駅前「松月」   2013年 3月 10日

水保全活動（桜の植樹）
御手洗川   2013年 3月 11日

　水保全活動の一環として、廿日市市御手洗川沿い
に桜10本を植樹しました。この活動は4年前から継
続的に行っており、河川およびその川土手は年3回清
掃しています。
　今までに植樹した桜は幼木ながら今年も開花し、
「花見」が出来るようになっています。昨年度も家族
連れで花見を楽しまれていました。
　今後とも地域に「憩いの場」を提供することを通じ、
地域住民の水資源に対する意識向上につながればと
思っています。

活動の成果
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第 19 回 国際ロータリー第 2710 地区ガバナー杯ロータリークラブ親善野球大会
　　　　　　　・前夜祭／ホテルグランヴィア広島   2013年 3月 15日（金）18：00～
　　　　　　　・大会／呉二河球場   2013年 3月 16日（土）13：30～

　2710 地区ロータリークラブ野球大会の前夜祭、及び呉二河球場の風景です。
対戦相手は広島西ロータリークラブ野球部でした。山口県からも合わせて17ク
ラブ野球チームが出場します。決勝戦はマツダスタジアム。そこまで行くことは
100パーセントないです。相手はロータリー野球で甲子園球場に行ったことのあ
る強豪。試合は負けましたが、しかし握手と笑顔、終始和やかに試合が進み両チー
ムの親睦を深めました。参加者中井会長、上杉会員、沖西会員、藤木会員、植
田会員、松野会員、松本会員、清水会員、宮内会員、渡邊会員でした。


