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国歌斉唱 

ロータリーソング   「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和  職業奉仕委員会 

来客紹介       ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間       『年男の弁Ｐａｒｔ２』 

森嶋 久雄 会員 

             杉町  孝 会員 

             渡部 哲生 会員 
 

 

 

 
左から、二井本会員・渡部会員・塩本(千)会員、水野会長 

おめでとうございます！ 

  

 

 

 

塩本千榮造会員 

 

今月７０才を迎えた塩本(千)

会員にクラブから記念品を

贈呈しました。 

 

 
 

 

 

 

先週は陵北、安佐とともに３ＲＣ合同夜間例会、ならびに懇親会

が当クラブの担当で無事行われました。親睦委員会の方々には

大変お世話になりました。陵北ＲＣでは、今年度７名という多くの

新しい会員が入っておられます。このことについては下田会長に

お聞きしたところ、陵北ロータリークラブでは昨年度会員が３９名

から３８名となり、４０名を切ったということで皆さん大変な危機感を

持たれた、このことが７名もの入会につながった、と話されました。

私の入会した２００１年度には、我がクラブも１００名を超えていたと

思いますが、今８０名を切るところまできております。どうか皆様に

も危機感をもって会員増強を考えて頂きたいと思います。 

話は変わりますが、１月３１日の中国新聞によりますと、マダニに刺

されて発症する「重症熱性血小板減少症候群」で昨年の秋、山口

県で女性が死亡していたことを報じております。中国や米国では

すでにいくらかの報告がありますが、日本では初めてとのことです。

ウィルスが原因ですが、当の死亡例ではマダニに刺されたかどう

かわかっていません。ちなみに私の医院でも、マダニに刺された

患者さんがダニの虫体を体に付けたまま、年１～２名は来院され

ます。スイカの種のような形の虫体をつけたまま、本人は虫とは気

が付かず来院される方もあります。ダニといえばツツガムシ病が有

名です。歌にも「つつがなきや」歌われているくらいですから、ずっ

と以前よりあったものと思われます。この病気はツツガムシによっ

て媒介されて起こるリケッチア感染症で、全身の発疹と発熱が主

症状です。診断が遅れると死亡することもあります。広島でも安佐

市民病院では年間５～１０例くらい見られます。診断がつけば抗

生物質であるテトラサイクリンが特効薬です。ダニは春から秋にか

けて活発に活動しますので、山歩きされる方は長袖、長ズボンで

肌の露出をされない方がよいかと思います。本日の年男の弁、森

嶋さん、杉町さん、渡部さん、楽しみにしております。 
 

 

 

＊本日例会終了後、今年度理事会を開催いたします。 

＊確定申告用領収書（ＢＯＸ配布） 

＊広島１４ＲＣ合同懇親ゴルフ大会案内（ＢＯＸ配布） 

＊ロータリーの友 

＊ガバナー月信（ＢＯＸ配布） 

■本日の例会   ２０１３年２月１４日（木）   第２１２１回

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

誕生月お祝い 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 『変化するロータリー情報』 

 ロータリー情報委員会 

 岩森  茂 会員 

前回例会報告  ２０１３年２月７日（木）  第２１２０回 

会長時間               会長   水野  勝 

幹事報告               幹事   山内 盛利

誕生月お祝い 

長寿お祝い 
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クラブ運営方針 小さな奉仕を重ねよう、大きな目標のために 

 

 

 

会報ＩＴ委員会  島田副委員長 

２月号ロータリーの友誌をご紹介します。 

①縦組 Ｐ７－９ 「鮮度を支える情報収集とスピード」 

②横組 Ｐ４１－４８ 「ﾛｰﾀﾘｱﾝのためのﾎﾟﾘｵ撲滅ｱﾄﾞﾎﾞｶﾞｼｰ入門」 

③縦組 Ｐ１８ 山内幹事投稿「クラブ自慢の会員」菅会員がﾎｯｹｰ

の「ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾏｽﾀｰｽﾞ・ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ」に出場した記事 

また、１月のﾛｰﾀﾘｰの友誌でＲＩ会長 田中作次氏の記事の中で、

ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｯｼﾞをﾛｰﾀﾘｰの場以外でも積極的につけて意識を高め

ていきましょうという事がありましたので、皆さん積極的にﾊﾞｯｼﾞを

つけましょう。 

ゴルフ同好会 

本日、４月２８日(日)に開催される『広島１４ＲＣ合同懇親ゴルフ大

会』の案内をお配りしています。是非、多数ご参加いただきますよ

うお願いいたします。 
 

 

 

【自主出宝】 

水野会員・増田会員・山内会員・島本会員・石井会員 先週の３Ｒ

Ｃ合同夜間例会には多くの会員にご出席賜り、成功裡に開催す

ることが出来ました。有り難うございました。また、懇親会を企画・

運営して下さった上河内委員長、畑副委員長以下Ｒ家族親睦委

員会の皆様、有り難うございました。 

髙原会員◇ ①先週の合同例会では大変楽しいひとときを過ごさ

せて頂き心より感謝しています。②本日の卓話を楽しみにしてい

ます。 

坪内会員･上河内会員･畑会員 先週の３ＲＣ合同夜間例会懇

親会では大変お世話になりました。ご協力に感謝いたします。 

杉山会員 当社(あいおいﾆｯｾｲ同和損保)の前身であり、私の出

身会社でもある大東京火災がご当地広島に出店して今月で９０周

年を迎えました。商工会議所の会報にも取り上げて頂いたので、

皆様ご高覧下さい。１００周年に向け、業容拡大に努めて参ります。

ご支援よろしくお願いします。 

佐藤会員 伝統と格式のある広島北ＲＣに入会させて頂き、早１ヶ

月が経ちました。不慣れな私に御指導頂いた諸先輩方にこの場

を借りて御礼申し上げます。また、未だちゃんとご挨拶できていな

い先輩方には大変失礼いたしております。早期にご挨拶をさせて

頂きますので、その際には宜しくお願い致します。今後とも皆様の

ご指導をお願い致します。 

吉永会員 今日から今ｼｰｽﾞﾝの野球が始まります。明日の決起集

会には仕事で行かれませんが、まずはｶﾞﾊﾞﾅｰ杯、初めての大会

ですが、優勝目指して頑張ります。 

山内会員 １年間、誰からも投稿が無かった北ＲＣﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内の

会員ﾌｫｰﾗﾑに、中村会員が投稿して来てくれました。ようやく仲間

が出来てとてもﾊｯﾋﾟｰです。みんなで会員ﾌｫｰﾗﾑへどんどん投稿

し、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの中でもコﾐｭﾆｹｰｼｮﾝしましょう。私も今年からどん

どん投稿します。 

菅会員☆ 今月の｢ﾛｰﾀﾘｰの友｣誌に昨年ﾛﾝﾄﾞﾝであったﾏｽﾀｰｽﾞ

ﾎｯｹｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ出場の記事が山内幹事のお陰で掲載されました。

会長、幹事さんを始め会員皆様の友情に感謝致します。 

二井本会員 誕生日のお祝いをして頂きありがとうございました。 

渡部会員 本日は誕生日をお祝い頂きありがとうございました。ま

た「年男の弁」の卓話もよろしくお願いします。 

山本正会員☆ １９８５年以来２７年７ヵ月連続出席中だった小生

ですが、病院からﾒｰｸｱｯﾌﾟに外出も出来ず、一瞬の出来事のよう

に消え去ってしまいました。ＲＣ在籍中はずっと続ける思いだった

ので、折角ここまで来たのに、どう云う表現が適切か分かりません

が、誠に残念であり、その反面ﾎｯとした感もあり、複雑な心境で

す。 

 

２５年以上連続出席中の方が数名いらっしゃいますが、どうかい

つまでもお元気で記録を伸ばされることを願っています。 

槇殿会員 山本正さん、連続出席が途切れ大変残念です。お気

持ちを察して出宝いたします。 

久保田会員 ここ数日咳が止まらず、先ほど槇殿医院へ行った処、

単なる軽い風邪だから心配ないとの事で今少し生きられそうです。

ただ肺が煙草の煙で汚れているとのことでした。泉さん！！ 

泉さん、久保田さんに煙草の煙を吸わせないでください。久保田

さんの主治医より 

泉会員 久保田さん、ごめんなさい。 

杉町会員 本日の年男の弁宜しくお願い致します。 
 

当日計 33,000 円（内、ｗｅｂ11,000 円） 累計 872,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 
 

 

 

『年男の弁Ｐａｒｔ2』 

 

森嶋 久雄 会員（昭和１６年生まれ） 

雑感） １９４１ (昭和１６)年１２月

に生まれました。還暦から１２年、

子支を１巡したわけですが、あっ

という間でした。 

昭和６１年に入会して、年男の弁

は３回目になります。 

年男の弁を開いて、２人の方の話

が印象に残っています。 

久永会員の犬、松本会員の鶏の話です。それに比べると干支の

動物には、あまり縁がありません。犬にかまれたこと、馬にかまれ

たこと、青大将にかまれたこと。蛇については、あまりいいことが言

われていないようです。 

仕事) 不動産鑑定の世界に入って４６年になります。お世話にな

った世の中に恩返しができるように、もうちょっと頑張りたい。 

座右の銘) 白鳥麗花に入る、路傍の石、故郷は遠きにありて思う

もの(生き方) 四ない主義(人の窓口を言わない、弁解しない、群

れない、無理をしなし、) 

気にかかること） 年を重ねると共に、身近なものに目が行くように

なりました。自宅や道すがらに目にする小動物、草花などでありま

す。 

趣味) 読書、旅行 

時代劇の作品の風景の中にタイムスリップする。作中の場所へ行

ってみようと思いをはせ、実際に行ってみる。 

希望) 夫婦で、天寿を全うしたい。親父の年までは生きたい。 

結び） 以上が、これからも出来たらいいなあ」という願望です。 

竜頭蛇尾に終わらないように、やり抜きたいと思います。 

これからもよろしくお願いします。 

 

杉町  孝 会員（昭和２８年生まれ） 

今年、私は６月に６０歳になり還

暦を迎えます。 

自分自身この還暦という響きに驚

くばかりで、まだまだ人間形成も、

何も出来ていない未熟な自分が

ここにおります。 

その小さな私の人生の中で、根

幹となっているものがあるとしたら、丁度３０歳の時に始めた、週３

回２時間のウエートトレーニングの継続と言えるかと思います。 

その場所は重量挙げの道場で、重量挙げの選手や、プロ野球選

手・競輪選手などと共に３０年間一緒にトレーニングをし、汗を流

してきました。今日まで何とか健康で過ごさせて頂けるのも、その 

卓話時間 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱           ニコニコ委員会 
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クラブ運営方針 小さな奉仕を重ねよう、大きな目標のために 

 

お陰かなと思います。 

若いころの様に、ベンチプレス１２０ｋｇ、スクワット１３０ｋｇという重さ

は今ではとても無理ですが、目標とする重量を日々こなしていき、

これからも健康でおられる限り、続けていこうと思います。 

そしてもう１つ、そのお陰で２５年間続けてきた献血も、出来る限り、

続けていこうと今年６０歳という一つの節目に誓いました。 

西暦２０１３年、今年を占って貰うと、２０１３年は、五黄、癸、巳の

年だそうです。そしてその占いでは新しい年のはじまりは正確に

は２月４日、午前１時１４分スタートだそうです。 

２０１３年の全体総運は、これまでの９年間の結果が出る年となり、

新しい人生や、新しい世界が始まる年で、そしてこの先の地盤を

築く年とか。 

私にとっても新たなスタートの年と考え、大いに楽しい事や、嬉し

い事、また辛い大変な事が待っている事と思いますが、それらに

向かって頑張っていこうと思います。 

６０歳は厄年とも言われるので、新年早々に上河内会員の奥様の

実家の東照宮に行きお祓いをして頂きました。これで今年も大過

なく過ごせるものと安心しております。 

また私がこの北ＲＣに入会させて頂いてから、この３月で丸１０年を

迎えます。その間、先輩や後輩の皆さんには色々と助けて頂き、

素晴らしいﾛｰﾀﾘｰ活動を体験し、数え切れないほどの思い出が

出来ました。どうか皆様、これからもこの未熟な私を叱咤して頂き、

少しでも成長出来るよう宜しくお願い致しまして、私の年男の弁と

させて頂きます。ご清聴有難うございました。 

 

渡部 哲生 会員（昭和５２年生まれ） 

年男の弁ということで３回目の年男

を迎え、今年で３６歳になります。ロ

ータリーに入会させていただいて１

年３ヶ月となります。 

年男の弁ですが昨年ミャンマーへ

仕事で行った際のことを少しお話さ

せて頂きます。 

ミャンマーという国は元はビルマという名で軍事政権となった際に

ミャンマーと名前が変更されています。軍政が終わり民主化にな

った今はビルマという名前にもどす運動があるそうです。国民はみ

んな軍政権を反対していのでミャンマーとは言わずにビルマと言

っている人が多くいました。ミャンマーというとアウンサンスーチー

さんが一番に頭に浮かぶ人も多いと思いますがスーチーさんのお

父さんが有名な将軍で軍事政権にお父さんが暗殺されたことから

軍政権がスタートとしたそうです。そのためにスーチーさんは１５年

間軟禁されていたという経緯があるそうです。 

２００７年に日本人カメラマンが射殺されたことがニュースにもなり

ましたが、そのクーデターの際には夜になると外出禁止令がでて、

軍が町を停電にし、町には誰も居ないという状況だったそうです。

それでも外に出ているのを軍に見つかった人は容赦なく射殺され

ていたそうで、本当に夜になるのが怖かったと話をされていました。

そのクーデターは、仏教徒のひとたちが起こしたもので、ミャンマ

ーでは仏教の力が強く、宗教の力が大きいことがわかります。 

国自体にはかなり活気がありました。私の仕事は海外へ中古車を

輸出する仕事をしております。この国の自動車の環境は今までほ

ぼ鎖国のような国だったので普通に１９５０年代のトラックやバスが

多く走っていました。トラックも修理することが多いからかエンジン

むき出しのまま走っているものも多くいました。 

１年ほど前から貿易も自由化されていますが自由化前までは１９９

７年式のマーク２が２０００万円で取引されていたそうです。日本で

は小売で２０万円程度でしょうか。その車がなぜ２０００万円で取引

されていたかというと鎖国の国ですが中国経由の闇ルートで車が

輸入されており、このような日本の車は軍の上層部が高値で買い

付けていたとのことでこのような値段になっていたそうです。 

 

自由化された１年前ではマーク２は５００万円程度で取引されてお

り、日本でもかなりの高値で取引されるという異常な相場になって

いました。 

国民の大半は１９８０～９０年式の車を所有しており、新しいものが

輸入されてこないので今あるものを直し続けて乗っているので古

い車ばかりが走っておりました。しかし去年の貿易の自由化に伴

い、毎月８０００台程度の中古車が輸入されています。 

町の建物についてはどれも古い感じでしたが大きなホテルも建設

されていたので２年、３年で都会になりそうな勢いを感じました。 

ミャンマーの人たちも今までの独裁的な軍政から民主化になり生

き生きとしていたのが印象的でした。今後の発展が期待でき、車

以外のビジネスの話もあり、ミャンマーの発展に少しでも貢献でき

るように２０１３年度も頑張って行きたいと思います。 

 

久保 雅史 会員（昭和２８年生まれ） 

還暦の「還」は「かえる」「もどる」という意味で、「暦」は干支を意味

する。干支は本来、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・発の十干と、

子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の十二支を組み合わ

せたものをいい、六十通りの組み合わせがあります。 

六十年で干支が一回りし、生まれ年の干支に戻ることから、「還

暦」というようになった事は皆様よく御存知の事ですが、私自身「あ

あ、よくここまで生きてきたなぁ～」という感じです。 

今や人生八十年 九十年時代、還暦なんて関係ないという元気な

人も択山いらっしゃいますが、私は考える事、する事はまだまだク

ソガキでございますが、ただどちらかというと脱力系というか、生き

るエネルギーが乏しい人間じゃないかなぁ～と考える日が多くなっ

た気が致します。 

白髪染めが欠かせなくなるし、目が乾くのでコンタクトレンズも使

いにくくなるし、その上やたらとよく転びそうになり靴をキズつける

し、ましてや昭和二十八年生まれは今年「大凶」の歳との事です。 

何もいい事はないなぁ～と感じている昨今です。 

しかしまだ六十才！ 私が広島北ＲＣに入会させて頂いたのが十

二年前の巳年です。ちょうど干支が一回り致しました。 

その間、私にとって良いも悪いも色々ありました。誰かを泣かせた

事、又泣かされた事････ 今考えてみればそのーつーつが勉強

になり、十二年前の私自身よりちょっとは進歩したかなぁ～？！い

やいや一つも変わっとりゃせんでぇ～！！と言われる方の方が多

いと思いますが････ 

そして色々な事があるたびに北ﾛｰﾀﾘｰの人に助けられたり、励ま

されたり、時には意見を頂いたり、本当に親身になって接して頂き

ました。その事について改めて御礼を申し上げますと共に、これ

からも引き続き御指導、御支援を頂けたらと思います。何卒宜敷く

御願い申し上げます。 

 

 

■出席報告 

２０１３年２月７日（木） 会員数 ８０名 

出席 ６６名  欠席 １４名  来客  ２名 

１月２４日例会出席率  ９７．３３％ 

■お客様ご紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

末國 陽夫 様（広島南） 

新谷 哲章 様（広島城南） 

■次回例会 ２０１３年２月２１日（木） 

  卓話 広島大学大学院 医歯薬保健学研究院小児科学 

 教授  小林 正夫 氏 


