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例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 

２０１６年９月１日発行 Vol．１４８４

 
国歌斉唱 

ロータリーソング  ｢奉仕の理想｣ 

来客紹介 親睦委員会 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会 

入会式 

誕生月お祝い 

会長時間  

幹事報告  

委員会報告 

同好会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 ｢新会員自己紹介｣ 

 福永 誠一 会員（7 月7 日入会） 

 古田 裕三 会員（7 月7 日入会） 

 西津 真治 会員（7 月7 日入会） 

 

【オープン例会】 

ロータリーソング  ｢われら広島北ロータリー｣ 

来客紹介 親睦委員会 

ゲスト紹介 職業分類会員増強委員会 

会長時間  

幹事報告  

委員会 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 ｢広島カープ炎のストッパー 

 津田恒美物語｣ 

 演劇集団よろずや 

 主宰  寺田 夢酔 氏 

 

本日の「オープン例会」についての

説明とゲスト出席者のご紹介を職

業分類会員増強員会の山坂委員

長が行いました。 

ゲスト出席者（４名） 

荒本 徹哉 様 

松本 文彦 様 

谷口 敦則 様 

辻  憲吾 様 

 

ようこそお越し下さいました。ごゆっくりお過ごしください。 

 

ご来客のみなさん、ようこそいらっしゃいました。 

本日の卓話は演劇集団よろずやを主宰されております寺田様に「炎

のストッパー津田恒美物語」の話をして頂くこととなっております。 

寺田様、後ほどよろしくお願いいたします。 

また本日はオープン例会として４名のゲストをお迎えしております。

皆様ごゆっくり最後までお楽しみください。 

先週は田原ガバナーをお迎えしての公式訪問でした。少し肩の荷が

下りホッとしておりますが、これからも気を引き締めて例会運営を行

っていこうと思います。 

さて、リオオリンピックもあっという間に終わってしまいましたが、日

本は金１２個、銀８個、銅２１個の計４１個の過去最高のメダル数によ

る素晴らしい結果となりました。 

今回メダリストには金５００万、銀２００万、銅１００万の報奨金が出

るとのこと。ではこれに対して税金はどうなるか気になるところです。

報奨金は一般的には一時所得として所得税が課税されますが、Ｊ

ＯＣからの報奨金は現在は非課税となってます。岩崎恭子さんが

貰ったときには非課税規定がなく、批判が噴出して設けられました。

アメリカは大変シビアで報奨金はもちろんのこと、メダルも原価で

課税されるそうです。金メダルの原価は約５万円だそうです。五輪

種目であるゴルフや野球の同好会の皆様、２０２０年東京五輪でメ

ダルを取り、報奨金獲得を是非とも目指して頂ければと思います。 

 

＊次週の理事会は１８時３０分より「かなわ」で行います。 

 

プログラム委員会  松田委員長 

＊本日１８時３０分より２１Ｆﾋﾞｱｶﾞー ﾃﾞﾝで委員会を開催します。 

姉妹クラブ友好特別委員会  山内委員長 

＊９月１５日（木）に京都伏見ＲＣとの姉妹クラブ友好継続調印式が

実施されますが、終了後のｴｸｽｶｰｼｮﾝと懇親会のご案内を本日

お送りしますので、多数のご出席をお願いします。 

青少年奉仕委員会  濱本副委員長 

＊８月５・６日に行われた「小さな祈りの影絵展」への支援の報告と

いうことで影絵ﾕｰｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ代表の河濵さんが例会に出席してく

ださいました。 

    

前回の例会   2016 年８月25 日(木)  第22８2 回 

オープン例会趣旨説明 

会 長 時 間         会長  中山 昌実 

幹 事 報 告        幹事  岡部 知之 

委員会報告 

本日の例会
2016 年９月１日（木） 

第2283 回 
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会報ＩＴ委員会  越智委員長 

＊ﾛｰﾀﾘｰの友誌８月号の紹介 

横組Ｐ８「ロータリー財団の歴史」 

横組Ｐ１８「ロータリーについてよく知らない人が大勢います」 

縦組Ｐ９「クラブを訪ねて」柏原（かいばら）ＲＣ紹介 

縦組Ｐ２５ 広島西南ＲＣの活動を紹介 

 

登山同好会 

＊１０月２日（日）ＢＢＱ懇親会のご案内 

釣り同好会 

＊秋季例会のご案内 

ゴルフ同好会 

＊８月例会成績発表 

 

 優勝 泉  正夫 会員 

おめでとうございます！ 

 

 

 
今回は、２０１５-１６年度ゴルフ

同好会取り切り戦を自ら制した

山下（正）直前会長が、賞品の

ＢＭＷ自転車をオークションに

提供し、開催されました。 

オークショニアの久保豊年会

員の進行により激しい競売とな

りましたが、見事落札者となっ

たのは小林直哉会員でした！ 

 
落札価格は８５，０００円でした。全額ニコニコ箱に入ります。 

次回をお楽しみに！ 

 

《自主出宝》 

中山会員･三保会員･岡部会員･丸本会員･小林(孝)会員 

演劇集団よろずや 主宰の寺田様、本日はｶｰﾌﾟﾏｼﾞｯｸ点灯直後の

絶好のﾀｲﾐﾝｸﾞでの卓話。楽しみにしております。 

中山会員･三保会員･岡部会員･丸本会員･小林(孝)会員 

公式訪問ﾌｫｰﾗﾑには多数ご出席頂き、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝでは貴重

なご意見をたくさん頂戴できました。お陰様で無事終了できました。

ご協力ありがとうございます。 

中山会員･三保会員･岡部会員･丸本会員･小林(孝)会員 

ｵｰﾌﾟﾝ例会にご出席頂いているｹﾞｽﾄの皆様、ようこそお越し下さい

ました。当広島北ＲＣの良いところをぜひ体験して下さい。 

杉町 会員･松田会員 寺田夢酔様、山口晴菜様、本日は大阪より

お越し頂き誠にありがとうございました。今は亡き我らがｶｰﾌﾟの炎

のｽﾄｯﾊﾟｰ「津田恒美物語」楽しみにしております。 

山下江会員 寺田さん、大阪よりよくいらっしゃいました。卓話楽し

みにしております。 

合田会員・島本会員・濱本会員 影絵ﾕｰｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの河濵代表、

本日はようこそお越し頂きました。８/５・６に行われました「小さな祈

りの影絵展」大変お疲れ様でした。成功をお祝い申し上げます。 

本田会員◇ 谷口敦則様、辻 憲吾様、広島北ＲＣにようこそお越し

くださいました。今日はｶｰﾌﾟに盛り上がる、広島の舞台裏の一つに

触れて頂きごゆっくりお楽しみ下さい。 

大之木会員☆◆◆ 多打喜会７月例会では、はからずも優勝してし

まいました。しかし、それにしても１１ｱﾝﾀﾞｰとは・・・。全くもってお恥

ずかしい限りです。 
古田会員◇ ８/１１多打喜会にて２ｱﾝﾀﾞｰでした。当日は原田会員

と岡田(昌)会員ありがとうございました。 
吉永会員 昨日、二日酔いになってしまい無理して現場で作業した

結果、熱中症になりかけました。今まで経験した二日酔いで一番辛

かったです。 

 
 
※先週の週報に掲載しました福田会員のﾆｺﾆｺですが、★印をつけ

ていませんでした。下記のとおり訂正し、お詫びいたします。 

 

福田会員★ 今年８月を以て、満８７歳となり、多数の会員諸兄によ

り、私の米寿を祝う会を催して頂き、誠にありがとうございました。お

役に立たない年齢ですが、諸兄のご指導を賜りながら楽しく生きて

いきたいと存じます。どうぞよろしくお願い致します。 

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

 

 

『広島カープ炎のストッパー 津田恒美物語』 
 

演劇集団よろずや    

主宰  寺田 夢酔 氏 

 

こんにちは。はじめまして。

大阪の劇団、演劇集団よろ

ずや主宰をしております、

寺田夢酔と申します。 

津田恒美さんの半生を描

いた作品を、ご家族や広島

カープ球団より公認をいた

だきまして、舞台で上演させていただいております。 

今日は、僕自身の闘病と津田恒美物語「バイバイ」についてお

話をさせていただきたいと思います。 

僕の父は世羅の生まれで尾道高校工業科出身、母も尾道高校

の商業科で、大阪生まれの大阪育ちではありますが、血はほと

同好会報告 

ニコニコオークション 

ニコニコ箱         発表：森 直基会員

《職業ニコニコ》 
岡田(清)会員 ﾎﾃﾙ開業３０周年目のありがとうｲﾍﾞﾝﾄとして｢シ

ェフの饗宴｣を９月２６日（月）１９時から開催致します。８名のシ

ェフが自慢の一品を皆様にご提供致します。なお、ＲＣ会員の

皆様には割引料金にてご案内申し上げますので、よろしくお願

いします。 

中山会員 ３週間前に出しましたｾﾐﾅｰのご案内ﾆｺﾆｺですが、

時間がなく読んでいただけませんでした。その８/９(火)弁護士

会が開催した｢空き家対策ｾﾐﾅｰ｣ですが、無事大盛況にて終了

しました。ありがとうございました。 

当日計 126,000 円  累計 487,000 円

卓 話 時 間 
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んど広島人で、産まれた時から広島カープファンです。 

２３年前に、津田さんが脳腫瘍のため亡くなられた時、ちょうど

演劇を始めた頃で、大ファンだった津田さんの人生をいつか舞

台化しようと、構想を１８年間練り続け、２０１１年にまずは大阪

で、そして２０１３年に広島公演が実現し、昨年は広島での二度

目の公演、初めての東京公演も実施いたしました。 

何故、津田さんの舞台に２０年もこだわり続けたかと申しますと、

僕も津田さんと同じ病だったからです。 

２歳の時に、どうもお腹が膨れ、特に右のわき腹が腫れたように

なって、具合の悪い僕を連れて母が近くの病院に検査に連れて

行ってくれたのですが、最初の診断は風邪でした。 

その後も様子がおかしく、ある日、血尿が大量に出まして、驚い

た母が大きな総合病院で精密検査をしてもらったところ、腎臓に

ガンが見つかり、右腎臓のウィルムス氏腫瘍、小児ガンと診断さ

れました。発見された時にはすでに末期で、余命２ヶ月と宣告さ

れ、両親は主治医より「この子はもうあきらめてください」と言わ

れたそうです。手術の成功率は４０％、転移していた場合は、手

術が成功したとしても助からないからと、主治医の先生は「痛い

思いをさせるだけだから、かわいそうだ」と、手術をする事にも反

対だったそうです。 

そこで研修医から医者になったばかりの若い外科医の先生が、

万に一つも可能性があるならと主張して下さいまして、２歳１０ヶ

月で手術右腎臓摘出の手術を受けました。 

お腹を開いてみたところ、リンパや動脈にも転移しており、右腎

臓とリンパは切除しましたが、動脈に転移していた癌は、体に残

したまま手術を終えました。 

手術後、麻酔が切れて暴れたそうで、２歳の僕は「助けてくれー」

と叫び、両親が一睡もせずに一晩中交代で僕に覆いかぶさって

押さえつけてくれていたそうなんですが、傷口が開いて血が溢

れ出し、今でもお腹の手術跡はきれいに縫われた状態ではなく、

開いた状態で癒着した傷跡が残っています。 

また腎機能の低下により、尿が出なくなりまして１日７０ｃｃくらい

しか出ず、そこで尿毒症の危険性がでてきました。それに転移し

た癌を残したままなので、手術後の放射線治療では、コバルト

照射を１５回、被ばく線量ぎりぎりまで受けたのですが、癌は小

さくならず、抗がん剤治療で、髪は抜け落ち、副作用のため肝臓

が悪化しまして、癌よりも先に肝臓で命を落としかねないほどだ

ったそうですが奇跡的に助かりました。 

しかし、その頃の副作用による吐き気や倦怠感の記憶は強烈で、

闘病中の記憶は３歳から今もしっかり記憶がありまして高校生く

らいまではよく夢でうなされました。 

また、点滴の針が動いたことによって、左腕の肘の内側が、（示

し）ケロイドのようになり、その腫れ物が潰れて、骨が見えるほど

の穴があきました。 

また右手の甲も、点滴の薬がもれたことで、指の神経が壊死し

てしまい、その後遺症で、薬指と小指の第１関節が曲がらず、今

も右手はちゃんとした握り拳を作れません。 

今も俳優として舞台や映像に出演させて頂く時は、それがバレ

ないように気をつけています。 

今では医学も進歩して２５年ほど前から早期発見であれば命の

危険性が高い病気ではなくなったそうですが、僕が発症したの

は３５年前。 

僕のように末期だった場合、当時は医療先進国アメリカで５年生

存した子が世界で最も長生きだったそうで、未だに医学的には

何故僕が生きているのかわからないそうです。主治医の先生曰

く、同じ病気では僕が世界記録を更新中だそうです。 

両親やたくさんの人のおかげで今３８歳になり、この年まで生か

せて頂くことができました。 

ただ、僕が入院している頃、違う病気ではありますが、一緒に入

院していた子が五人も亡くなっており、小さい頃から、なぜ自分

だけが生きているのか？という事でずっと悩んでおりました。 

そして、炎のストッパー津田恒美物語「バイバイ」が誕生する話

なのですが、津田さんは脳腫瘍、私は腎臓と、場所こそ違いま

すが、同じ末期ガンと闘った者として、脚本も、演出も、そして津

田さんご本人を演じることも自分が手がけたいと想い続けており

ました。 

脚本は、津田さんの奥様である晃代さんに読んでいただいて、

推薦を頂き、メジャーリーグから広島に帰ってこられた高橋建さ

んを通じて、広島カープから公認を頂いて、舞台で使用する衣

裳のユニフォームのロゴなども、球団から当事の本物のデータ

を頂いて製作し、昨年の公演はマツダスタジアムのオーロラビジ

ョンでの告知も９試合ほどしていただけました。 

津田さんの役は私がつとめさせて頂いておりますが、２０年間で

何万球も投げまして、津田さん現役当時キャッチャーだった達川

光男さんから直接ご指導もいただきました。 

また３年前には津田さんの没後２０周年・野球殿堂入りを祝う会

に出席をさせていただきまして、当時共にプレーされていた方々

や、古葉監督・阿南監督・安仁屋ピッチングコーチなど、当事の

首脳陣の皆さんの前でもピッチングフォームを披露させていただ

きまして、お墨付きを頂いております。 

大阪・広島・東京の公演では当時の選手・コーチの方々にもご

来場いただき、観客の皆さまからはスタンディングオベーション

を頂くほどの好評を頂いておりますが、劇団員７名の小さな劇団

でありまして、宣伝や資金面において、大変是非たくさんの方に

知っていただき、ご覧いただきたいと思っております。 

こだわりにこだわり抜いた舞台です。 

昨年は８月１日、津田さん５５回目の誕生日に、広島県民文化

センターにて、上演いたしまして、今年は１２月２３日に同じ広島

県民文化センターで公演いたします。 

津田さんの生き様と、ご家族やチームメイトの皆さんとの絆を描

いた、炎のストッパー津田恒美物語「バイバイ」を、何千何万も

の皆様にご覧いただき、後世に語りついで行くことが私の使命

だと想っております。 

より多くの皆様のご支援をいただきたく存じます。 

最後に現在の僕の活動についてお話をさせていただきます。 

１８歳で、演劇集団よろずやという劇団を旗揚げし、今年はちょう

ど結成２０年となります。現在は、プロの演出家・俳優・脚本家と

して活動しています。 

また、演劇の技術を使って、僕の考案したコミュニケーション発

声法、僕の演出理論を使って、コミュニケーション能力を高める

授業を行いこれまで 1 万人以上に指導して参りました。 

この方法論は大学の教育学部や、医療、福祉関係の講義、俳

優のプロダクションやモデル・タレント事務所の演技指導、企業

向けのコミュニケーション講座を開かせて頂いております。 

もしも社員研修などございましたら、ぜひ、お呼びください。 

最後に僕の芸名について少しお話をさせていただきます。 

僕の芸名は夢に酔うと書くのですが、文字通り、夢に酔っている

わけではありません。 

皆さんは、「酔生夢死」という言葉をご存じでしょうか？ 

酔って生きて夢に死ぬと書くのですが、古代中国の思想家、老

子の言葉です。「酔生夢死」とは、何事も成さず、ただ生きて死

ぬという意味です。 

僕はこの言葉をひっくり返して、「夢生酔死」何事かをなすため

に生きるというふうに勝手に意味をつけて芸名にしました。 

僕のお芝居では、自身の体験から、「人の生と死」「人の想い」を

テーマとした作品を上演し続けています。 

助かった命を、僕が創作したり、出演したり、たずさわる舞台、そ

して、演劇講師として教え子と関わる事で、活かしていきたいと

思います。 

皆さんのお手元に、今年の公演のチラシと、昨年の公演パンフ
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レット、そして昨年の東京公演の模様をＲＣＣ中国放送さんにニ

ュースとして取り上げていただいた資料用ＤＶＤをお配りいただ

きましたので、是非ご覧頂ければと存じます。 

何卒、ご支援ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

そして是非、ナマの舞台をご覧いただきたく存じます。 

そして皆さま、本日は貴重なお時間をいただきまして、誠にあり

がとうございました。 

 

 

 

 

８月２８日（日）に地区指導者育成セミナーがホテルグランヴィア

広島で行われ、中山会長、岡部幹事、石田 R 財団理事、上河内

財団プログラム委員長、東会長エレクト、越智次年度幹事が参

加しました。「リーダーシップについて」、「会員増強について」、

「ロータリー財団について」研修が行われました。 

また、ロータリーカードの有効会員数が地区で当クラブが１位に

なりました。 

 

 

島根県出雲市の県立浜山体育館（カミアリーナ）で、ロータリー

財団１００周年記念チャリティーイベントとして「第四回全国親睦

卓球大会 in 出雲」が開催されます。 

 

期  日： 競 技 平成 28 年 11 月 20 日（日） 

 8：00 体育館開場（練習開始） 

 8：45 開会式 

 9：00 試合開始（団体戦） 

 11：45 試合開始（個人戦） 

 15：30 閉会式（予定） 

 前夜祭  平成 28 年 11 月 19 日（土） 

 18：00～受付 

 18：30 開宴 

 

会  場： 競 技 島根県立浜山体育館カミアリーナ 

 前夜祭 ニューウェルシティ出雲 

主  催： 出雲中央ロータリークラブ 

参加資格：ＲＣ会員およびその家族、ＲＣ青少年交換学生、 

 ロータリー米山記念奨学生、ＲＣ事務局員、 

 障がい者（ロータリーとの関係は問いません） 

参加費： ロータリー関係者 

 団体戦 1 人 5,000 円、個人戦 1 人 3,000 円、 

 前夜祭 1 人 5,000 円 

 障がい者 

 団体戦 無料、個人戦 無料、前夜祭 1 人 3,000 円 

 

締切り： 平成 28 年 10 月 14 日（金）（当日消印有効） 

 

詳しくはロータリーの友ＨＰ http://www.rotary-no-tomo.jp/ 

または出雲中央ＲＣＨＰをご覧ください。 

http://www8.plala.or.jp/chuorc/ 

 

 

■広島公演 

日時：2016 年 12 月 23 日（金・祝） 13：00／17：00 

会場：広島県民文化センター 

※全席指定 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年８月２５日（木） 会員数 ９４名 

出席 ７７名  欠席 １７名 （例会出席率 ８１．９１％） 

来賓  ２名  ゲスト ６名 

■来客紹介  親睦委員会 

寺田 夢酔 様(卓話者) 

山口 晴菜 様(卓話同行者) 

河濵 萌子 様（影絵ﾕｰｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ代表） 

ダス･ラリット クマール 様(米山奨学生) 

■オープン例会ゲスト紹介  職業分類会員増強委員会 

荒本 徹哉 様  松本 文彦 様 

谷口 敦則 様  辻  憲吾 様 

■次回例会案内  ２０１６年９月８日（木） 

卓話 「新会員自己紹介」 

    藤澤信也会員/川村敬史会員/河村唯志会員 

食事 和食 

地区指導者育成セミナー 

第四回 全国ＲＣ親睦卓球大会 in 出雲 


