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会長時間
会長

賀谷 俊幸

皆さんこんにちは！！ 先週でガバナー公式訪問、地区大会が終わり一息
入れているところです。 田原ガバナー殿のガン対策に懸ける思いを聞き、
益々この問題に前向きに取り組むよう考えたいと思っているところです。ま
た地区大会の会長幹事会において日本対ガン学会会長垣添先生の基調
講演「人はガンとどう向き合うか？」は多くを考えさせる非常に聞きごたえある内容でした。垣添先生は国立ガ
ンセンターでガン治療に当たられているのにもかかわらず自身もガン患者であり、奥様も１年半のガン治療を
されたのち４年前に亡くされ、連れ合いに６０歳過ぎいかれると寂しすぎてうつ状態になられたそうです。やっと
最近元気を取り戻されたとのこと。先生の話には皆さん共感されていたようでガン対策は予防、治療だけでな
く取り残された者の心のアフターケアも大事だという事も知り、帰宅後妻とこの事を話ししました。男が残される
と大変です。国民の半分がガンになり３分の１がガンで亡くなる時代です。やはり田代ガバナー殿が必死で
言っておられるようにロータリークラブがこのガン対策を本気で取り組む必要があり、我々クラブでも何らかの
具体的目標を決めて努力する事をあらためて痛感するところです。 ところで、本日お見えになっているビジィ
ターの山本治朗様、藤井一裕様、土谷晋一郎様、新谷欣史様、山本江様、矢野淳様、本日卓話をお願いし
ております石田平二様、上河内裕司様、入会予定者の榎木亮次様、米山奨学生のアメード･ファイサル君、ご
挨拶が遅くなりすいませんでした。我が広島陵北ロータリークラブにようこそ、ごゆっりお楽しみください。 本日
の会長時間はガンの話を中心といたしました

今回の例会（１１月９日）
来賓卓話

幹事報告 （山田和弘）
■例会変更

広島県小学生体育連盟 会長

・ 広島安芸ＲＣ 「職場訪問例会」
【と き】 １１月１５日(火) １２：３０～
【ところ】 国連訓練調査研究所 広島事務所(ユニタール)

藤本 法生 様
次回の例会（１１月２０日）
広島市奨学生体育連盟
陸上教室支援活動
（於：エディオンスタジアム 12:00～ ※11/16の変更）

出席報告

来客者紹介

（例会運営委員会）

（親睦家族委員会）

11月2日(水)出席者
会員総数
52名
出席会員
37名
欠席会員
15名
ご来賓
0名
ご来客
6名
ゲスト
4名

11月2日(水)出席者
広島ＲＣ
3名
広島北ＲＣ
2名
広島城南ＲＣ
1名

・ 広島東ＲＣ 「職場訪問例会」
【と き】 １１月１６日(水) １２：３０～１４：３０
【ところ】 ㈱日本製鋼所 広島製作所
(松尾敏夫会員 事業所)
■休会
・ １１月２２日(火)

広島ＲＣ、広島西南ＲＣ、広島安芸ＲＣ

■お知らせ

・ ガバナー月信とロータリーの友（１１月号）を配布しておりま
す。

・ １０月３０日に開催されました地区大会をご欠席された方に
は地区大会キットを配布しておりますのでお持ち帰り下さ
い。

【例会】 毎週水曜日(12:30～13:30) ／ リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町6-78） ／ 082-502-1121
【会長】賀谷 俊幸
【幹事】山田 和弘

【事務所】広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島13F
【ホームページ】http://www.ryohoku-rc.jp/

【TEL】082-221-4894
【FAX】082-221-4870
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広島北ロータリークラブ Ｒ財団常任委員会

石田 平二
上河内 裕司

理事・委員長
常任副委員長

様（写真左）
様（写真右）

広島北ＲＣの上河内と申します、１１月はロータ
リー財団月間ということで、本日、財団について
卓話をしなさいと言われ、やってまいりました。信
原さんの安易な考えで、自分のクラブでも財団に
ついて話をしたこともない私が、財団の話をしな
くてはならないことへの不満はありますが、先輩
をたてるために、というよりは、晩飯を奢っていた
だけるということで、引き受けることにしました。
しかし、私自身が財団について、地区協議会や勉強会で話を聞くぐらいで、理解出来ていませんし、何も知ら
ないのが現実です。ということで、何も知らない私が、大先輩の前で偉そうに財団の話は出来ないので、私が
地区補助金をもらうためにちょこっと頑張った話をしたいと思います。
本日一緒に例会にお邪魔しております石田平二さんが、広島北ＲＣの会長のときに、私は、社会奉仕委員会
の委員長を務めました、入会して四年目ぐらいだと思います。広島北ＲＣでは地区の補助金申請する事業は
社会奉仕委員会が行います。本日、私は、財団プログラム委員会の委員長として来ています、財団プログラム
委員会は、申請のお手伝いをするのが仕事です。
その頃の北ＲＣは、三月の初めぐらいに組織が決まりました。奉仕プロジェクトの担当理事に呼び止められ、
「上河内さん、社会奉仕の委員長をお願いします」。そして、「こんなのありますよ」と資料を渡され、それが地
区補助金の申請書類だったのでした。「どうしたらいいの？」と聞きましたが、「上河内さんの好きにしてくださ
い」、との返事でした。その年度の会長の教育が悪いのではないとは思いますが、「親切じゃないよね」と感じ
ました。でも、これは、ひょっとしたら私の能力を見極めようとしてるのかなぁと思い、面倒臭いとは思いました
が、意地でも地区補助金の申請をして補助金をもらってやろうと考えてしまいました。
そのころ広島市が学校にＡＥＤを設置するのに寄付を募るようなことが言われていました。しかし、私の中で
は、学校よりも前に、交番に設置する方が先だろうなと思っていました。そこで、交番へのＡＥＤ設置状況を調
べることにしました。ＡＥＤの販売代理店に電話したところ、設置されている交番は、駅前交番だけだということ
でした。大変驚きました。「交番への設置はこんないに少ないんですか？」と聞くと、「警察と消防は仲が悪い
ですから、警察が頭を下げて付けてくれとは言いませんよね」ということでした。そして、代理店の人から「そう
いえば以前、本通交番と新天地交番にＡＥＤを設置したい」という一般の方がいたという話を聞きました、しか
し、警察は一般の方からの寄付は受け付けないということで諦めたそうです。
「ＲＣは団体だから、大丈夫じゃないでしょうか」ということでした。
これは、私にとってすごい情報です、本当にいいことを聞きました。地区補助金事業は、交番にＡＥＤを設置
することに決定しました。後は行動するのみです。
私は、新天地交番が「警察２４時」のような番組で、テレビに映ったら嬉しいかもしれないと思いましたが、ガラ
がやっぱり悪そうなので、やめることにしました。そして、広島でも一番人通りの多い、本通交番に寄贈すること
に決めました。本通りには、店や病院などにＡＥＤを置いているところもありますが、営業が終わるとしまいこん
で、夜中は使えないので、意味がありません。警察であれば２４時間安心して使うことも出来ます。流川で飲ん
で、本通りでひっくり返っても安心です。
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次に、交番に設置する許可申請をするのですが、警察にとっても、ＡＥＤの設置は、いいことですし、市民も望
んでいることですから、話も早いし、簡単に行くものと思っていました。だが、しかし、まず県警本部に電話し
「本通り交番にＡＥＤを寄贈したいのですが、こちらでよろしいですか？」すると「本通りだと中央署だから中央
署に電話して」とつれない返事。中央署に電話すると「交番の担当は地域課だね」、ＡＥＤのことには何も触れ
ず、興味もない感じでした。やっと地域課に回されて、「本通り交番にＡＥＤを寄贈して設置したいのですが、
どうしたらいいでしょうか？」すると、「ＡＥＤは消防署が付ける物でしょ」「まあ、こんなこと初めてだし、説明に来
てください」という返事でした。
訪問する日を決めて、地域課に行くと、時間通りに来ているにも拘わらず、３０分も待たされるし、「なんで良い
ことをしようとしてるのに、なんなんこの対応！」説明しても面倒くさそうに話を聞くし、「これ、消防署がやること
じゃないの」とまた言われ、警察と消防は本当に仲が悪いんだなと感じました。「ＲＣは何する団体なのか教え
てください」とか、「広島北ＲＣとやらの会長から正式な寄付依頼文を出せ」とか、「なんで交番にそんな物置く
の？」「メンテナンスは誰がするの？」「壊れたらどうなるの、新しいの付けてくれるの？」「使い方教えてくれる
の？」とにかく警察では何もしません、責任も取りませんよという感じがありありと伝わってきました。なお、このと
きのメンテナンス関係は広島本通商店街振興組合にお願いしておりました、小川さん、その節は、お世話にな
りました。
あれやこれやと地域課に１０回ちかく通い、やっと署内に寄付申請書類を回せることになりましたが、いつまで
たっても回答が来ません、電話すると、「私も初めてのことなんで、色々説明したり書類を書いたりして大変な
んです。」しかし、四月末の地区補助金申請期限も迫ってくるし、まあ焦ってもしょうがないと思っていたところ、
ある例会の日に、広島北ＲＣメンバーの方に「上河内君、警察に何かしてるの？」と聞かれ、「悪いことは何もし
ていませんが、いいことはしようとしているのですが、なかなか警察が動いてくれなくて、大変なんです」という
と、「どこの警察？」「中央署です」「そこなら署長良く知ってるから、言うといてあげるよ」この瞬間から、警察の
動きが早いこと早いこと、とんとん拍子に話が進んで、すぐにＯＫがでました。こんなことなら、早くメンバーの方
に相談すればよかったと思いました、後から聞くとそのメンバーの方は、県の公安委員長をされているとのこと
でした。本当に警察は縦社会で、内部の上下関係だけで動き、市民の方を全然見てないと感じました。
そのころの広島北ＲＣは、新年度の組織を決定するのが三月ぐらいでした。これでは地区補助金申請事業を
考え、申請をするまで期間が短すぎます、より良い事業を検討するためには時間がなさすぎるので、最近で
は、社会奉仕委員会だけは、前年度１２月ぐらいまでに、委員会のメンバーを決定して、補助金申請に向けて
活動をしています。最近は時間的にも余裕があります。
色々と大変なこともありましたが、なんとか本通交番にＡＥＤを設置する許可がおり、設置する日が来ました。と
ころで、地区補助金事業を行うに当たって、特に物を寄贈する場合、資金面以外でロータリーメンバーや地域
の人たちが参加しての活動などが必要となってきます。今回の補助金事業では、高校生や本通交番の警察
官、広島本通商店街振興組合のメンバー、そして、広島北ＲＣのメンバーを対象にＡＥＤの操作・心肺蘇生法
講習会を別の事業として行いました。総勢５０名近くの参加者で、ホテルの宴会場で行いました。
また、地区補助金の申請をするときに、この事業はロータリーの提唱プロジェクトであることを広報しますか？と
いう質問があります。広島北ＲＣは、このＡＥＤ寄贈事業を新聞社に取材に来ていただきました。記者は石田
会長に質問し、会長は熱心に説明していました、どんな記事が載るのかなと、楽しみに思っていましたら、 「広
島北ロータリークラブ社会奉仕委員長上河内裕司さん、本通り交番にＡＥＤを寄贈！」 あれ、会長の名前が
出てない、あれだけ真剣に質問に答えたのに、会長の名前が全然載っていない、こりゃ大変だわ。案の定、会
長から「お前どうなっとるや」とお叱りの声。「私は何もしてません！」「会長の名前を載せるなとかも言ってませ
ん！」その日は本当に暑い日で、会長にはアイスコーヒーまで飲ませて頂いたにも拘わらず、会長の「か」の字
も載らなかったのでした。しかし、あれから６年も経つのに、いまだにあの時のことを石田さんには言われます。
根に持つタイプですかね。
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この交番へのＡＥＤ設置事業は、次の年度に新天地交番に地区補助金申請事業として行いました。「警察２４
時」などの番組で新天地交番が出てきて、窓際にＡＥＤのＢＯＸが映りましたら拍手してください。以上が地区
補助金を申請したお話でした。
また、本年度の補助金事業としては、安佐北区可部にある広島北部こども療育センターに「かるがも親子の
ローラー滑り台」寄贈しました。センターの方々と施設に通う子どもたちとそのお母さま方も贈呈式に同席され
ました。来週の例会で、センターの方の卓話を予定しております。
本当に、たいした話ではないのに、最後までお聞きいただき、ありがとうございました。それと、明日になります
が、この赤いＴシャツを着て、この帽子をかぶり、そして、この財団１００周年の記念シールをＴシャツに貼って、
広島国際平和マラソンに「財団１００周年記念 ポリオ撲滅チャリティーマラソン」としてメンバー３６名で参加し
てきます、来年また、この企画を行うことになりましたら、陵北ＲＣの皆さんも一緒に走りましょう！
もうひとつ、来年三月に行われます「ガバナー杯野球大会」を、先日の地区大会でもガバナーから「ガバナー
杯野球大会」を財団１００周年記念大会にするという話が出ました。この帽子を参加クラブで購入していただ
き、帽子を被って試合をしたり、応援して財団１００周年を盛り上げようと考えています。正式にまだ決定してお
りませんが、野球同好会の皆さま、ご協力よろしくお願いします。当然帽子の売上原価を差し引いたお金をポ
リオへ寄付を致します。瀬川さんよろしくお願いします。
以上で私の卓話を終わらせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。

米山奨学生奨学金

地区功労賞

賀谷会長より米山奨学生ファイサル君へ１１月奨学金を

2015-2016年国際ロータリー第２７１０地区グループ６ガ

お渡し致しました。

バナー補佐の功労に対して、小川 嘉彦会員が地区功
労賞の表彰を受けました。おめでとうございます。

地区大会報告
１０月３０日に広島国際会議場で開かれた地区大会が３２名の会員が出席を致しました。
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広島北ＲＣ 石田平二 様、上河内裕司 様

小川 彦 会員、信原弘 会員

本日は卓話お世話になります。

親クラブの石田平二様には今年もロータリー財団について卓
話にお越しいただきありがとうございます。ロータリー財団プロ
グラム委員長の上河内裕司様には有意義なお話をしていた
だけると楽しみにしています。本日の卓話をよろしくお願いし
ます。

賀谷俊幸 会員、鈴木大次郎 会員、山田弘 会員
本日は広島北ロータリークラブより石田様、上河内様ようこそ
おいで下さいました。勉強なる卓話をよろしくお願い致しま
す。

小川嘉彦 会員、瀬川長良 会員
10月30日の地区大会において、東直前ガバナーより、同期の
ガバナー補佐と地区功労賞の表彰を受けました。あらためて
補佐付幹事を務めてくれた瀬川君に感謝です。ありがとうござ
いました。

古谷幸一 会員
昨日、中国新聞に紹介頂きました。感謝申し上げます。

山田和弘 会員
広島ベルカウント男声合唱の第９回ホームコンサートが１１月
１３日（日）１３時半より火額区民文化センター大ホールで開演
されます。オペラ「椿姫」よりバリトンの名曲「プロヴァンスの海
と陸」を歌いますので、是非おいで下さいませ。

当日計

30,000円

累計

351,000円

