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とりまして、良い年であります様お祈り申しあ
げまして、今年最後のご挨拶とさせていただき
ます。	 以上

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯ゲスト
　西海学園IAC	 顧問　林田　明浩	様

	 幹事　松尾　文隆
１．（公）ロータリー日本財団
　	山下尚登さんへ	マル
チプル･ポールハリス
･フェロー	 レベル４	
襟ピン伝達

　
２．日本ロータリー学友会
　　ロータリー財団100周年記念シンポジウム
	 実行委員長　田中栄次郎さん
　	ロータリー財団100周年広告掲載日のお知らせ
　	掲載日は12月24日	朝日新聞のカラー刷り全
紙広告
　
３．大村ロータリークラブ
　週報No.18〜22が届いております。
　
４．海上自衛隊佐世保地方総監部
　　2017年度カレンダー	20枚	届きました。
　
５．陸上自衛隊西部方面混成団兼相浦駐屯地
　	季刊紙「つくも」8月号、11月号が届きました。

	 会長　増本　一也
　皆さん、こんにちは。本日の
卓話は、会員卓話です。井口先
生よろしくお願いします。ま
た、本日の例会を以って、髙瀨
宏滋さんが退会されます。後
程、ご挨拶をして頂きます。
　先週の忘年家族会、会員の皆様とご家族の
皆様に、多数ご参加いただき、誠にありがと
うございました。お世話をして頂きました有
薗クラブ奉仕委員長、中村親睦活動委員長、
親睦活動委員会の委員の皆様ありがとうござ
いました。
　特に、廣瀬章博さんと草津栄良さんのお二
人には、トナカイとサンタの衣装での司会進
行、本当にお疲れ様でした。草津栄良さんと
河原忠徳さんは、宗教の壁を乗り越えてのサ
ンタクロースの大役、ありがとうございまし
た。サンタやトナカイの衣装を貸して頂いた
西部ガスの木下会員にも感謝です。皆さんの
いろんなご協力があって、イメージ通りの楽
しい忘年家族会にする事が出来ました。
　この忘年家族会が終わりますと、一挙に年
の瀬を感じさせます。本日が今年最後の例会
となります。来週の水曜日、12月28日の例会
は指定休会日です。その次の水曜日、2017年
1月4日もお正月でございますので、指定休会
となり2週連続例会休会です。
　2017年1月11日㈬のクラブ協議会から、例会
再開となります。この一年皆様には大変お世話
になりました。温かいご支援、ご協力に感謝申
しあげますと共に、来るべき2017年が皆様に
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のご紹介を受け、当時の飯田満治会長と古賀
巖幹事の3人でお店に来られ入会を決意したこ
とが印象に残っています。
　若輩者の私がロータリークラブの事を何も
知らないままに入会し、皆様に大変ご迷惑を
お掛けいたしました。
　カウンセラーには増本会長、推薦人には円
田三郎会長になっていただきまして誠にあり
がとうございました。佐世保ロータリークラ
ブでの6年間は言葉に言い表すことが出来ない
貴重な体験と、私の成長にとって大事な大切
な経験をさせて頂いた思い出のあるクラブ生
活でした。いろいろな方々より公私ともにご
指導を頂き、支えて頂き、誠にありがとうご
ざいました。
　特に成長が出来、ロータリークラブを楽し
いと感じるようになったのは円田昭会長の時
期です。納所幹事より副幹事の大任を仰せつ
かったその当時ロータリークラブを退会しよ
うと悩んでいましたが、佐世保ロータリーク
ラブの伝統でもございます『YES』か『は
い』の一つ返事で副幹事をお請けさせて頂き
ました。
　いろいろと話をすると時間がたらないので
割愛させて頂きますが、私にとってこの伝統
と格式のある佐世保ロータリークラブに入会
させていただいたこと、皆様とお会いできた
ことは一生の宝です。皆様からお受けいたし
ました6年間の御ご恩は『一宿一飯』ではご
ざいませんが一生忘れません。6年間誠にあ
りがとうございました。
　佐世保ロータリークラブのますますのご発展
とご繁栄、教養があり徳の高い人格者の皆様
方におかれましては『君子万年』であります
ことを願い、これからも皆様方がご健康でご
多幸であり続けられますように心からお祈り
致しまして退会の挨拶とさせて頂きます。

	 出席・例会委員会　高畑　和憲
◯出席100％表彰
　増本　一也会長（23回）
　納所　佳民さん（9回）
　坂元　　崇さん（4回）
　山口　剛史さん（3回）
　松尾　　貴さん（3回）

■青少年奉仕委員会	 委員長　古賀　　巖
インターアクトクラブ熊本震災募金寄贈
　2016年12月20日㈫	13:30より
西海学園IAC部長	淵君と林田
先生で、益城町役場に熊本震災
街頭募金で集めたお金を持参し
ました。松尾幹事から相談して
頂き、熊本東RC前幹事の福岡
氏と現幹事の榎氏両氏のご尽力で、益城町町
長	西村博則様、町議会議員	松本昭一様に、
わざわざ時間を作って頂き直接手渡すことが
出来ました。西海学園の生徒たちが、約半年
かけて自分たちの小遣いなどを少しずつ貯め
た募金、52,734円に、その重さを感じると言
っていただきました。

■親睦活動委員会	 髙瀨　宏滋
　先週の土曜日に行われました
『忘年家族会』が皆様のご協力
により無事に終了しました。親
睦活動委員会の皆さま本当にあ
りがとうございます。
　司会を務めて頂きました廣瀬
さん、草津さんありがとうございました。
　年を越しても親睦活動委員会の行事はたく
さんございますので、これからも宜しくお願
い致します。

髙瀨　宏滋
　この度、当社が運営しておりましたドトー
ルコーヒーショップ佐世保四ヶ町店の閉店に伴
い、佐世保ロータリークラブを退会させて頂く
ことになりました。
　思い返せば6年前に現増本一也会長より入会

慶　　　祝

退 会 挨 拶
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	 親睦活動委員会　河原　忠徳
○結婚記念月のお祝い
　吉田　英樹・真代　さん	ご夫妻（3日）
　池田　　豊・秀子　さん	ご夫妻（4日）
　圡井　弘志・郁子　さん	ご夫妻（4日）
　松本　淳也・由喜子さん	ご夫妻（5日）
　吉澤　俊介・陽子　さん	ご夫妻（6日）
　中島　祥一・和子　さん	ご夫妻（8日）
　松尾　慶一・富士子さん	ご夫妻（9日）
　古賀　久貴・由樹　さん	ご夫妻（9日）
　山縣　義道・良子　さん	ご夫妻（13日）

　
	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
廣瀬　章博さん、星　　　裕さん
高畑　和憲さん、井上　斉爾さん
大久保利博さん、山下　尚登さん
德川　晃尚さん、長富　正博さん
岡　　英樹さん、森　　信正さん
髙田　俊夫さん、平尾　幸一さん
黒木　政純さん、下田　弥吉さん
田中丸善弥さん
　新会員	井口東郎さんの卓話に期待してニコ
ニコします。
　
有薗　良太さん
　井口東郎さんの卓話にニコニコします。

遠田　公夫さん
　井口先生、お世話になります。
　
2014-15年度会長	円田　　昭さん
2014-15年度幹事	納所　佳民さん
　髙瀨さんが退会される事は本当に残念で
す。今後、益々のご健勝とご多幸をお祈り申
しあげます。
　
吉田　英樹さん、池田　　豊さん
圡井　弘志さん、松本　淳也さん
中島　祥一さん、松尾　慶一さん
古賀　久貴さん
　結婚記念のお祝いありがとうございます。
　
増本　一也会長、納所　佳民さん
松尾　　貴さん
　出席100％の表彰ありがとうございます。
　
増本　一也会長
　アニメ映画「この世界の片隅に」のご紹介
をさせて頂きます。この映画の原作は、こう
の史代（マンガ家）ですが、それをアニメ化した
のが、片渕須直監督で、宮﨑	駿さんの一番弟
子さんと言われる方です。昭和20年頃の広島･
呉市を舞台に、戦争中の庶民の暮らしを描い
た作品です。また、このアニメ映画の制作に
あたっては、個人投資家を募って、約3,900万
円の制作費を集めています。11月12日に封切
りされ、当初、邦画ランキング10位でした
が、現在5位まで上がってきています。
　佐世保では、シネマボックス太陽の牛島社
長に頼んで、2017年1月7日㈯より上映をして
頂く様になりました。私がこの映画を熱心に
PRしている訳は、私の従兄の長男が、この映
画のアニメ製作会社のプロデューサーとして
担当しているからです。お時間の許される方
は、受付にパンフレットをご用意しておりま
すので、是非、観に行ってやってください。
　
大久保利博さん
　12月17日の忘年家族会の会場に1,000円落ち
ていましたので、もれなくニコニコします。

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　33,000 円

	 累　　計	 578,000 円

◇
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クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

（今週の担当：田中　信孝）
（カメラ担当：田中　信孝、松尾　　貴）

＊1月  例会卓話者予定＊	

１月11日	 	クラブ協議会
１月18日	 クラブ協議会
１月25日	 	新会員　橋詰　文雄さん
	 （NTTビジネスソリューションズ㈱佐世保支店長）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／1月17日㈫　17:00〜
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／1月12日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
	
＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

『ホントかウソか？
　巷のがん情報を検証する』

　　会員　井口　東郎さん
　　（佐世保共済病院  院長）

　国民の二人に一人ががんに罹
患する時代を迎えていますが、これは他の疾
患、例えば心筋梗塞とか脳梗塞といったこれ
まで亡くなられることが多かった疾患の治療
が進歩して、それを乗り越えられた方ががん
に罹患してお亡くなりになる、といった背景
が関係しています。ただ、がんの世界も新た
な発想に基づいた画期的な診断法や治療薬が
開発されており、以前の「がん＝死」ではな
く、がんの種類によっては治癒するものもあ
り、生存期間は確実に延びてきているのが現
況であります。よって、最近は国策（がん対
策基本法）としてがん患者の就労支援やがん
の親を持つ子供達のサポート、といったがん
患者の日常生活にまで踏み込んだ様々な対策
がとられるようになり、がん患者といえども
普通の生活が送れるようなサポート体制が構
築されつつあります。
　こういった背景の中、巷にはがんに関する
情報が溢れかえっており、なかにはがん患者
さんの「藁にもすがる想い」を悪用した詐欺
まがいの情報も数多く見られます。一般市民
の方々はこういった巷に氾濫するがん情報に
惑わされることも多いかと想像致しますが、
本日は「ホントかウソか？巷のがん情報を検
証する」と題した、少しくだけた話をさせて
いただきます。ただ、全てを網羅することは
不可能ですので、皆様が興味を持っておられ
るだろうと思われるいくつかの話題（下記）を
取り上げ、その真相について、私見ではあり
ますが、解説をさせていただきます。
〔本日の話題〕
　1．	近藤　誠氏の唱える検診及び抗がん剤否

定理論を信じますか？
　2．	重粒子線治療は、週刊誌で報じられるよ

うに、万能か？

　3．	超高価な薬剤、オブジーボ（年間3500万
円）の効果及び今後のがん治療に与える
影響は？　

　RCの皆様は既にがん年齢に達しておられか
つ愛煙家も多いようですので、がんに罹患さ
れる確率はそれなりに高いと踏んでおりま
す。しかしながら、現代医学は日進月歩で、
がんの種類によっては「早期発見→治癒」と
いったことも可能ですので、まずは検診を受
けていただくことをお勧め致します。また、
がんの診断が下された際には、自分の生活あ
るいは人生観に合わせた治療選択が可能な時
代になっていますので、巷の情報に振り回さ
れることなく、専門家に相談する（セカンド
オピニオン）、等々の適切な手段でもって巷の
情報を吟味していただき、「後悔先に立たず」
ですので、ご自身が納得のいく治療を受けて
いただくことを切望致します。

以上

卓　　話
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開会の挨拶
増本 一也 会長

挨拶
佐世保市長

朝長 則男 様

万歳
西部方面混成団長 兼

相浦駐屯地司令

杉本 嘉章 様

乾杯
米海軍佐世保基地司令官
マシュー D.オヴィアス 様

余興：菊地マジックのWISH

手に手つないで

西海学園高等学校IAC 生徒、林田先生と
オヴィアス司令官

松本 淳也さん、木下 貴夫さんが準備に
苦労したレンタルのチョコレートタワー


